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第 26回日本手の外科学会を担当して

日本手の外科学会が天児九大名誉教授を会長として神戸で行われてから早いもので 25

年がすぎ， 50名そこそこであった会員も 2，000名を突破する学会となった 201題という

多数の応募をいただき， さらに外国からの招待講演 4題， シンポジウム 2題， rスポーツ

と手j，r産性手j，応募演題の中からシンポジウムに回るものがあり， 165題(うち 2題

辞退〉を採用した.

これを 2日間で消化するためには 3会場にするか， 一部を展示にするかしかないわけ

で，プログラム委員会でも両論が出て決定しがたく，結局会長の独断ということで 3会場

とした.できるだけ 1会場でという要望があることは承知していたが， 一人でも多くの人

に演壇に立っていただきたいというのが私の希望でもあったし，展示にする可能性がある

ということを会員に告示していなかったというのがその理由であった. 過去 25回の演題

や主題を調べ 1回も主題としてとりあげてなく ， しかもかなりの演題がみられることの二

つの条件を満たすものをシンポジウムのテーマとしてとり上げようと考え，上記の2題を

選んだ. しかし，選んではみたものの，正直なところその成否に関しては相半ばたる気持

であった.rスポーツと手」については， スポーツ損傷に特別なものがあるのつ特別な治

療法があるの?など， r震性手」については多くの原闘によって起ってくる多彩な症状を

一つの枠の中に入れて議論ができるのか，などの不安材料がついて回ったが， 一方， 1/4 

世紀をすぎたはじめての年に何か新しいものをヲ|っ張り出して， 新しい onestepを大き

く踏み出したし、とし、う半ば居直ったような気持でも あった.全国の肢体不自由施設と整形

外科スポーツ研究会のメンパーの方々には，このような趣旨なのでぜひご協力をお願いし

たいという手紙を送付するとともに，司会者の人選にとりかかった.スポーツ のほうは田

島教授がただちに OK してくださったが，産性手のほうは小野教授の OKを得るまで

何回かの意見の交換がな された.幸いにして両教授の熱意と努力によって立派なシンポジ

ストを選んでいただき，大方の満足が得られるシンポジウムが行われたと自負している.

Lundborg， Dobynes博士には「スポーツ手」の特別講演後にシンポジストとして加わ

っていただいたし Matev教授には特別講演後に 「産性手」の座長として，また，シンポ

ジストの一員として参加していただいたため， より広い視野から討論がなされたようで，

楽しい時間がすごせたと，思っている.招待講演，シンポジウムの時聞は第 1会場のみを使

用し，パネルも 4題目につき第 1会場を使ったため，第 2，第 3会場が十分な広さでなか

ったことも手伝って常に超満員て、先生方に窮屈な思いをさせたことであろうと恐縮してい

る. 第3日目 はじめて学会主催とい うことで教育研修会をもった.午前tド「臆鍋傷j，午

後「拘縮」というテーマを教育研修会で選んでいただき行ったが，参加希望が多く， 350 

席が第 1日目で売り切れてしまい， 100名あまりの人が参加できなかったようで，今後こ

の点も考慮すべきだと思う.また，外人 4名にも参加してもらったが， 言葉のハンディー

を考えると，かえってマイナスであったように思えた

今回は演題数が多く，評議員会の議事録を載せられないので，総会の決定事項も含めて

主な決定事項を付記したい.

1 )次年度から学会誌を本部(九州大学〉にでつくる.その準備のため編集委員会を設

置する， 2)田島教授が第 3回国際手の外科学会の会長になられたので，1986年の 日本(東

京〕での学会を成功させるために，日本手の外科学会が物心両面からパックアップする，

3)日本手の外科学会のシンボルマークが正式に決定した，4)名誉会員，特別会員の認

定書は本部で作製する， 5)次回は金沢大学野村教授を会長とし， 1984年 5月 10，11， 

12の3日間金沢市で行う . なお副会長として兵庫医科大学の中野教授が選出された. 一

人でも多くの人から実り多い学会であったと思っていただけたら，学会の主催者としてこ

れにすぎたる喜びはない.

CtH26同日本手の外科学会会長 雨岸直人〉
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[外国人招待教育講演

Tumors of the Hand 

J.L. Posch， M.D. 

<U.S.A.> 

Tumors of the hand encountered by our clinic during dinous areas are discussed in rather deep detail. 

the past thirty-five years are presented in detail. Ap- Tuberculous tcnosynovitis， although rare， is outlined. 

proximately 2，500 tumors in all were encountered Knuckle pads evidenced in Dupuytren's are operated 

during this period of time. upon rarely， but illustrated. Giant cell tumors of tendon 

Various types of tumors encountered are presentcd. sheaths are really very cornmon and are outlined in 

Turnors arising [rorn the epitheliurn such as keratotic detail. Glornus turnors， granular cell tumors， myxornas 

lesions are discussed， verruca vulgaris is rnentioned. and rhabdosarcomas arc also outlined. 

Keratoacanthornas ansmg form the skin are also Malignant tumors such as epitheloid sarcomas， 

outlined. Basal cell carcinoma， nail bed rnalignancies， histiocytomas， synovial cell sarcornas and so on are 

bone lesions， melanomas and squamous cell carcinoma outlined with the outline of the present type of treat-

of the hand are outlined in detail. ment. 

Tumors arising from the the connective tissue， such Cartilaginous tumor of soft tissue of the hand is 

as fibrornas， pyogenic granulomas are also illustrated. also presented. This is illustrated with slides， micros-

In the [atty tissue of the hand， we have the lipoma目 copicsections and operative pictures. 

These really are relatively common. A breakdown o[ the more important tumors en・

Ganglions arising not only [rom the joint capsule， countered is recorded. 

but also [rom the fibrous tendon sheath and intraten-
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Sports lnjuries of the Hand 
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<Sweden> 

Sport injuries of the hand ← -although representing Aexor poJJicis brevis muscle should be re-inserted 

only 8~15% of aJJ injuries seen in sport medicine-- 1ntraarticular fractures of the lirst and 自白h CMC 

may permanently impair the function of the hand if joints should be exactly reduced and lixated. For the 

not properly treated. The cases most frequently seen Bennet fracture we usually choose a volar approach 

by hand surgeons includc various types of tendon and to the CMC 1 joint: After release of the thenar muscle 

ligament injurics as well as fractur白 ofmetacarpal and origin from the carpal ligament the joint is easily 

carpal bones. cxposed， and under direct vision the fracture is 

Rupture of thc cxtensor tendon c10sc to its insertion rcduced by traction in the thumb. A Kirschncr wire 

in the distal phalanx (mallet日ngcr)is best treated is then inserted through the thenar musclcs into the 

with a loop of tape or a small splint， keeping the small fragment and the main fragment of the meta-

D1P joint in extension for six weeks. Rupture of the carpal bone. If the bone fragment is very small， not 

central band (button hole deformity)should be treated afTecting the joint surface， a closed reduction and 

with rc-insertion of the central slip to the middle percutaneous lixation is usually possible 

phalanx， a procedure which often is possible also in The scaphoid fractures usually heal without com-

late cases provided the passive range of motion is plications in circular plaster， applied for 12 weeks. 1n 

preserved. old cases we prefer to graft the pseudarthrosis with 

Ligament i吋uriesof the MCP joint of the thumb cancellous bone from the iliac crest. 

represcnt an important group of i吋uries，in Sweden Part凶 rupturesand luxation of the extensor carpi 

mostly based upon accidcnts in association with down ulnaris(ECU) tendon out of its compartment are best 

hill skiing. If there is a radial instability the ulnar treated with excision of pathologic tissue and reconsト

collateral ligament shollld always bc explored. A ruction of the roof of the compartment. 

rllptured ligament can be completely displaced by Lateral epicondylitis is freqllently seen among table 

the adductor aponeurosis， and has to be sllrgically tennis players. Rest and local injection of cortison 

reduced and sutllred. If there is a bone fragment， this may be sllfficient treatment， but sometimes release of 

should be re-inserted. the extensor mllscle origin from the epicondyle may 

Also the hypcrextension injuries of the same joint be required. Radial nerve entrapment may be an 

shollld be recognized and properly treated. An aVlllsed important differential diagnosis. 
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Sports Injuries of the W rist 

J，H. Dobyns， M.D. 

< U.S.A.> 

The wrist is defined as that segment of the upper ses as in the practice of the manuaJ arts. Persistent 

Jimb from th巴 distaJend of the pronator quadratus pressure over nerves may cause a number of syndro-

to the distal capsular fibers of the carpometacarpal mes， such as bicyclist's palsy from prolonged pressure 

joints. Sports are de自nedas activities or experiences over the ulnar nerve in Guyon's canal. Damage to 

which give enjoyment or recreation. Sports injurics vessels is well known in baseball catchers and hand 

may involve any or all of the body tissues. Aculc ball pJayers. Soft tissuc irritation occurs such as 

injuries are identicaJ to non-sports trauma， but sports the first extensor compartment tenosynovitis seen in 

l町uriesinclude a higher percentage of repetitive stress archers. Bone and joint injuries are fairly well known 

and there are characteristic， sometimes unique， pro- in SpOrlS because of their incapacitating effects 

blems r陀elat忙edtωo t山het旬echni同qu

s叩po町rt. har町m】at旬efracture seen in baseball pJay卯er悶sand go叫lfer目s;

The ti回 uesinvoJved may include any or all of the (2) scaphoid fracture and scaphoJunate dissociation 

following: skin， soft tissues (inclusive of fat，日borus seen in basketball players and footbaJJ pJayers; (3) 

tissue and muscle)， nerves， vesseIs， bones and joints. triquetrolunate sprains and dissociations seen in base-

Each tissue may be involved acutely or chronically. ball players; (4) distal radio-ulnar joint destabilization 

Examples of acute injury to all tissues indude burns， seen in baseball players; (5) Kienbock's disease of the 

freezing， crushing， avulsion; chronic mJury may lcad carpal lunate seen in tennis players; (6) sprains of 

to fibrosis， hypertrophy. Acute injury of skin includes the index and long finger carpometacarpal joints seen 

blistcring， lacerations， bruising， ceJJulitis; chronic injury in hockey players; (7) fractures of the index and long 

indudes callus formation and ulce瓜 Acuteinjury of finger carpometacarpal joints seen in boxers. More 

soft tissurs includes hematoma， cdema， rupture， ccl- chronic injuries of this type indude thumb axis arthri-

lulitis; chronic injury includes fibrosis， ossification and tis seen in golfers and wrist do目 al impingement 

atrophy. Acute and chronic injury of nerves includes syndrome scen in gymnasts. An examplc of severe 

neuralgia and neuropathy (involving sensory， motor acute injury involving all tissues is the hand amputa-

or autonomic damage). Acute and chronic i町ury of tion which is not an uncommon injury in rodeo 

vessels indudes spasm， thrombosis and rupture. Acute riders. 

injury of bone and joint indudes fracture， d凶ocation， A bricf d肌 ussionof the d時 nosisand management 

osteitis， or synovitis; chronic InJury includes hyper- of the conditions given as examples will be reported. 

lrophy， atrophy， ankylosis and arthritis. The categorization of wrist instability wiJJ be discussed 

Examples of sports i吋uriesin the wrist area include briefly since three examples of the unstable wrist are 

the following. Skin damage may result in heavy callu- among the common wrist sports injur悶 thatare seen. 
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Surgery of the Spastic Hand 

I.B. Matev， M.D. 

<Bulgaria> 

The present report summarized our personal expe- ture has bcen attained. 

rience with the surgical treatment of lhe spastic hand Cosmetic indications for surgery of the spastic hand 

during the last fifteen years. It is a matter of concepts should be considered as equally valid along with 

differing from our previous view points bascd on functional one， and thus， treatment conducted with 

earlier pe目onaland other aulhors' expcrience. lhe purpose to improve the form and appearance of 

Principles of lhe surgical treatment: the hand alone is completely justified 

Operative management should bc aimed al the The basic deformities of the spastic hand are; 

corrcction of deformities by way of rcduction of spa- pronation deformity， 

sticily and stretch re日ex using mainly tenolomies， wrist and fingers flexion contracture， 

myotomies and muscle release operations. thumb-in-palm deformity. 

Operalions correcting the condition by way of an- Surgical procedures applied to the various deformi-

tagonists release， and by no means by strengthening ties of the spastic hand are discussed and the most 

agonists prove more expedient. This principle is just effective are pointed out. 

opposite to the one adoptcd in flaccid paralysis where The cerebral palsied hand continues to be one of 

the lacking motor effect is compensated for by reacti- the most serious problcms confronted by orthopaedic 

vation of agonists. surgeons. Difliculties stem from the circumstance that 

Surgical procedures should be simpli自edin a fashion the treatment applied is by no means etiological， but 

to involve limited number of musc!es， and to require rather palliative， attacking indirectly the peripheral 

no postoperative readaptation. One-way musclc transfcrs phenomena of a central lesion. On the other hand， 

are preferable， such as M. pronator tercs conversion oflcn associated mental d凶口encyfurther complicate 

into supinator. the treatment. Nevertheless when proper indicated 

Bone stabilization operations should bc used rarcly， surgery of the spastic hand is of great benefit to the 

and only after a reduction of spasticity in the muscula- cerebral palsied patient. 
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手のスポーツ 外 傷

Sports injuries of the hand 

高沢 1111夫

鈴木正比古

鈴木峻

伊藤誠一

坂 西 英 夫

和田次郎*

手のスポーツ外傷について，その特徴，発生機転，ス

ポーツ所動白か らみた観血的治療の適応，予後などにつ

いて検什を行った.

統計的観察からみた特徴

1977 iドから 1982年までの 6年!日]に当科および日体協

スポーツ診療所を訪れたスポーツ外傷は 866WIJであ っ

た.

手間的の外{仏障害が 328例でいちばん多く，次いで

IP， MP以|節の鈴;挫， 靭帯損傷の 246例であった(永ー

1 ). 

種目別lでは体操 130例，ラグビー 113例などが上位を

占めていた(炎 2) 

選手としてスポーツを行っているもののほうが， レク

リェーションスポーツより多いための特徴が表れてい

Tこ

Mallet fingerは 28例であり ，26 fJllがソフトボーノレな

と'の球技による発生であった

PIP関節の外傷は 297例で，捻挫，籾fi;・損傷が 167例

56.2% であった.野球，ソ フトボーノレなどの球技による

もので， レクリ ェーションスポーツが多かった

MP 関節の外傷は 74例で，舟指が 43例と過半数を占

めていた バレーポーノレ，サ ッカー，テニス，スキーな

どで転倒により母指尺側側/，llj靭帯損傷を生じ，選手スポ

ーツでの発生が多かった.

中手骨骨折は 29例であり ，第 5中手骨が 10fJlJ，次い

で第 1・4'1'手骨の 5例であった.ラグビー， バレーポ

ーノレ，ボクシングなどでの直達外力による発生が主であ

った.

Key words: over use syndrome， carpal instability， 
metacarpal fractures 

H. Takazawa 0111長)，T. Suzuki， H. Sakanishi， M. Su-

zuki， S. lto， J. Wada: 横浜市立港湾病院整形外科 (~23 1 横

浜市中区新山下町 3-2-3;Dept. of Orthop. Surg.， Yokohama 
Kowan Hospital， Yokohama) 
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表 1 疾患別症例数
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子IYJf!↑I~ì~:官 328例

IP・MPI対節捻挫，靭有印i弘5
指'l'f，rf.J1r

脱臼'fl'J1i

脱1'1

中手骨骨折

槌fi}

その他

'+l 

aE
ロ

体操

ラグビー

野球

バレー ボーノレ

ノごスケット

テニス

ソフトボーノレ

陸上

サッカー

アメフト

空手

スキー

その他

計

表 2.競技 種目

9] 女

52例 78例

113例

96例 2例

17例 62例

30例 42例

22例 26例

22例 23例

29例 10例

18例

17例

16例 1例

1 9例 | 7例
103例 71例

I 544例 l

246例

122例

32例

31 例

27例

28例

61例

866例

130例

113官庁1

98例

79例

72例

48例

45例

39例

18例

17例

17例

16例

174例

866例

舟状骨骨折は 29例 30手であり， うち 5例のみが新鮮

例であった.ラグビー，体操に多く ，手関節背屈位の転

倒による発生が多かった 疲労骨折を思わせる例もあっ

Tこ

手関節障害について

体操，テニスは指より手関節の受傷が多いが，野球，
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a. 受傷時 b. 術後(plalC固定)

図 1 症例 F.S.，22歳， 男

ボクシング，右第 2中手骨骨折

バスケットなどは指のほうが多く，種 11による判徴がみ

られた.

手関節受傷例 286{yllでは，捻挫などの;'，;It!外(Mと，過

度使用による障 '~t-;. との比率は，全種 1 1 では障害 149 例

(52.1%)，外傷 137例 (47.9%)と大/.':はなかったが，

体操，テニスは障害が，ラグビー， ~f球は外傷がそれぞ

れ多いとし、う特徴がみられた

手関節X線像から scapho-Iunaleangleの計測を急性

外傷(主に捻挫)61例，慢性陣宍 72仔1]，舟状骨骨折 23

例について行った

700

以上は舟状骨骨折の 2例にみられた

Scapho・lunategap 2 mm 以上の例はなかったが，男

子体操選手で鉄棒にプロテクターが巻きついて手|主JLIi'iを
受似ーした例で，焼屈位て¥やや間隙が開くのが認められ

fこ

Minus variantは慢性.附'占{11]に 8.0%あったが， ) J t人

什に変化のある例はなかった.

現在，選手として活躍中の体操選手， 男了 49例，女

子 61例について，手関節障害の調査をアンケートによ

り行った.

障害を起したお具が多いのは，男子はあん).[;(3l.7%)， 

欽俸 (25.4%)であり，女子は床 (53.5%)，跳馬 (29.6

%)であった.いずれの場合も荷重での子供l節背屈の強

制が主な原因であ った 最近は，男子欽俸でプロテクタ

ーが巻き込まれて手関節の掌屈とぬりが強制lされ受傷す

る例が増加してきた これはがfしい型のフロテクターの

使用が原因とな っていた

手関節~Ir.i'ヰは遠位焼尺関îi?iや尺側側同11靭帯などの損

傷，子関節1'f屈位強制によるいわゆる JmplOgemcnl

syndrome，手関節周辺の艇の炎!Xなどによるものが多い

a.術前 b.術 後

図 2 症例 H.M.，22歳，男.

ラグビー，右母指 CM 関節習慣性脱臼

とL、える.

治療について

手のスポーツ外傷はその大部分が保存的治療が適応と

なるが，中には，鋭血的治療が必要となる例がある.

母指 MP関節尺側側副靭帯損傷

完全断裂では断端に舟指内転筋 aponeurosisがヲ!っ掛

かるため，観血的治療が必要とされている

症例 1.16歳，男.野球.

試合中，スライディングしたさいベースで右母指を引

っ掛け受傷した 10日後に 断裂部の縫合を行った. 術

後の経過良好で 1ヵ月半後に練内に復帰した.

中手骨骨折

ボクシング，空手などでは，中手骨骨折を起すことが

あり，このさい， MP関節の屈曲が十分可能なことおよ

び背側凸の変形がないことが要求される.

症例 2.22歳，男 ボクシング

相子を打ったさいに右第 2中子骨骨幹部骨折を起し

た 1'fsIII山の転位があるため観血的治療を行った. ミニ

プレートによる内固定を行い，外固定はせずに，早期か

ら折の運動を開始した MP関節の屈曲は良好であり，

かつ，外jiI;j定がないため，骨癒、合までの期間，練習が可

能であった(図 1). 

母指 CM関節脱臼

NJl'i CM 関節脱臼は Bennett骨折で起る例がほと

んどであるが，骨折のない脱臼があり，かつ，習慣性と

なり容易に脱臼を起すため，観血的治療が適応となっ

た.

症例 3.22歳，川. ラグビー

夕、ノクノレて‘受似，当初ギプス固定を行ったが，容易に

再脱臼するため， CM 関節の固定術が考えられたが，ラ

グビー選手のため， Eaton法により靭?!?形成術を行いよ
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い結果を得た.フランカーとして活躍した(凶 2)

深J行府筋腿皮下断裂の剣道師範例で、は竹刀を握るた

め， 卜分な屈曲が必要となり， t;ij々 縫合後， )即刻!隊術を

行った

舟状骨偽関節は必ずしもすべての例が観血民治療が適

応となるとは限らないが，体操，空手，柔道などでは競

技の特性から，手術を行った 11例の予後調査では骨癒

合は 6例であった

治療にさいしては， ADLの障害はもちろんであるが，

スポーツへのとり組み方，選手スポーツか， レクリエー

ションスホーツかスポーツの種目はなにかなどを考慮す

ることが必要と思われる.
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サッカ一選手にみる手の外傷

lnjuries of the hand in soccer players 

大畠

サッカ ーは本来，手に関しては non-contactsportで

あって，同チーム各 11名のプレーヤー中 10名はボーノレ

を手で扱うと罰せられる 例外的な存干上はコールキーバ

ーで， Curl川 らの報告でも 1シーズン当たりの子の外

傷中約 1/3がゴーノレキーパーであったという .

傷害の種類を日本サッカーリ ーグの統計からみると，

1975年の 1年間， 1部 10チーム(登録選手総数 260名〉

の外傷総数 364例中手の外傷は 18{7U約 5%であり ， そ

の内訳は手|苅節捻挫 4仔U，手部挫傷 1伊1]. 指骨骨折 1

例，指関節捻挫 7 例，指関節)~1.臼 2 例，指 it官挫創l{日U ，

指部挫傷 l例となっている

ゴールキ-J ~ーの指側副靭帯損傷

日本サッカーリーグ 1部所属のゴーノレキーバー中，現

役選手 13名，引退i握手 7名計 20名の両手の指節間関節

の「弛み」を調査した. 1"弛み」を示した関節を一応過

去において受傷した椛，也、関節とみなしたわけである そ

Key words: hand injury， sports injury， soccer 

* N. Ohata (助教授):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) 

裏*

の結果非常に多桁にわたって損傷が及んでいることがわ

かった(表 1). ことに両側第 5指は全例が損傷されて

いるのに対し，冴~ 4ti'lは両側とも比較的少ない結果を得

た

またストレス角度よりみて， DIP関節ではニ!として

尺側側/，IIJ籾帯が損{らを受けているものが多く， PIP関節

では杭側側副靭帯が損傷されていた(炎 2) 

これら側副靭借損傷の原因について，受傷時の状態を

プレーのうえより求めたところ(表 3)， PIP関節ことに

両第 5指については全例が 8をその!京閃にあげていた.

治療については，事情が許すならば早期に側話IJ籾帯の

端々縫合がよいと思う そのさい手術適応はストレス角

度によるのではなくて，fill側に比べて「カクッ」となる

不安定性の存在で決定すべきである.体I後 PIP関節 0
0

で3週間|国定する. しかし，われわれのゴーノレキーパー

の調査では，切らかに手術適応と考えられる側副籾帯損

傷指をもちながら，全例手術はおろか受傷後ほとんど治

療らしい治療も受けておらず，受傷直後より練習は休み

なく続けており， しかも現イ1:フレーにおいても日常生活

においてもなんら支障なく過ごしていた. リザーフの選
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表 3. どのような プレーで受傷するかつ

1 タイ ミングの合わなレゾょートボ ーノレにFを出

し式こと!}

2 不;怠な ボー ノレに手をIBした とき

3. ゴロのキ十 ツチング

4. 胸の高さのポ ーノレがライナ ーできーたとき

5. 手 もとにぎて ちょっとホップしたポールを受け

たと き

6. ボーノレがき ちっと 手の粋の中に人 らない とき

7.ボールの中心をつかまず，指でのプJの分散がう

まくレかなか ったとき

8. 低レポー ルに対 してのセーピングで，指を芝生

にひ っかけた とき

9 けががけがを呼ぶ

手の少ない，あっても他に l名ぐらいのポジシ ョンであ

ることを考えるとき，実際には受傷後の治療としては，

損傷折に対するテー ピングがそのほとんどである.

フィールドプレーヤーの手舟状骨骨折

最近 10年聞に外来を訪れたサ γカ一選手の手の外傷

の うち，手叡骨骨折は 5例で，いずれも舟状骨骨折であ

ったー選手のポジションは 1{yljがゴーノレキーパーだった

が，そのほかはフィ ーノレ ドプレーヤーであ 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

ム中手関節背応位で手掌を強 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 すなわちサ

7.0。

6.00 

9.30 4.8。

10.3' 10.3。

5.30 9.9。

8.00 10.0。

、，ノ

カ
ト
ホ

列

0

9

4

ツ
ル

引

5

8

2

メ
フ

一
九

日

H

9

n

o
一7
ン
ポ

之

ιぺ
-

〆t
、

f
a、、

一yt
--

本

l
i
l
一l
I
l
l
i-
-
11
1

努

一

一

O

一
J4

8

9

外

一

ヒ

仰

一
じ

い

川

の

-

F

回

会

U

m

t

そ

一

ラ

(

と

一

*

)

類

一

一

例

一
泊

ゆ

ゆ

種

一

ヵ

臼

一
一
川
川
川

の

一

ッ

2

-
f

4
K

E

Y

-

サ

4
1
一

・
5

-

〆
t

、、

ポ

一
一一

年
月
。

0

0

0

ス

一カ
リ
お
ロ
附

q
一
。
J

2

一
ツ
本
mm
~
肱

4

7

7

4
一サ
日
グ

4
円
ヤ

表
一

/
川
円
い

ハU
巧
，，

A
U
 

8
一

部

幹

肢

肢

丙
H
R

FfJ
 

頭

脳

上

下 70.00 32.71 53.37 

* Pardon， E. T.: Phys. Sports Med. 5: 43， 
1977. より引用.

ァカー選手でも，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，かなりの度合いで

手凶節背屈位で手を強く突く機会の多いことに気づい

た

そこで全日本代表チーム 23名，三菱辺工チーム 21名，

~ 144 名全員の手関節 4 方向撮影を行っ た結果， 3名 6.8

%~こ舟状骨骨折を見出した.調査時手についての訴え

をも っているものはなかった.

この 3名中 2名はX線像でいずれも泌位骨片に数個の

まE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，いわゆる外傷後怒訴をもって来院した

5例にはまったくみられない所見である

治療は手関節固定装よ!ーを装用させている.これは練習

後の入浴などを考慮したためで，同定の範囲は前腕から

遠位手学皮「白線まで， 母指については MP関節を越え
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て固定し第 1 '1'子骨を確実に同定する.回定期聞はほ

ぼ 1ヵ月である.

考察

サッカーて‘は下!伎の外傷が特徴的であるといわれてい

るが(表 4)， 以上の調査をもとに， 以 Fの 3点でサッ

カー選手の手の外傷の問題点を考えた.すなわち

1 )なぜ早期に typicalな治療が行われなかったか.

その理由は「手の外手fJ専門医，いなそれどころか医師

との接触がなかったといっても過言で‘はない

スポーツ外傷の，~-，での手の外傷をみるとそこには，

i )非開放性損傷であることが多い ii)そのために軽

症と考えられやすい iii)そうして放置されたり，素人

療法に走るがIJが多いのが特徴である.

2 )損傷がわかった時点での治療法の選びブ).もし受

傷l向後にその損傷がはっきりと診断されえた注らば，医

師としては，損傷局所を解剖学的に1Eしい位置に治すこ

とに心掛けるべきであろう. しかし，このよ うな typical

というか， ~虫干:卜占的な治療方主|を，なんのため らいもな

く立てることは非常に簡単であるが，大切なことはその

選手のおかれた条件すなわち i)レクリエーションス

ポーツの JI~1 ， ij)選手スボーツ， iii)ブロスポーツ，な

どをよく考えたうえで，もっとも適切な治療法を選ぶこ

とである そして当然のことではあるが，要求される治

療結果が呉なることを熟知すべきである

3 )はたして λポーツ外傷は予防できるか.

疲労骨折などのスポーツ障害と異なり，スポーツ外傷

の発生には，他のプレーヤーの影響をかなり強〈受けて

おり，不可抗力の点が多い.すなわちスポーツの激し

さ，相手と緩触する機会が多いかどうかに左右され，そ

の予防の方法を年半妙に立てることはできない.むしろス

ポーツ外傷の発生を案ずるあまり，ノレールなと'をへんに

厳しくすることは，そのスポーツ本来の面白さを減ずる

結果になってしまうのではなし、かと憂える.

以1:-.の日iJ題点の，全部とはいわないが，一部でも解決

するためには， I1主本となるのは， I医学の， スポーツの

現場へのフィードバック」であると考えている.
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スキ ーによる母指の外傷の問題点

Thumb lnJuries in skiing 

j度 ;!lftf 1:oJ} あlI城正切j 阿部知己*

近年，スキー人口の柄!JIIによ って，スキーによる外傷

が増加し手の外傷も町'1/)11している 山形市政司:f11~米診

療所の最近 5年間の統計によると ，全スキー外傷の約 6

%が手の外iらであり， 手の外fyjの 43%がJ:JJ行の外傷と

なっている(表 1). 

付指の外傷の種類では， 捻l"I!36%でも っとも多く ，

次いで骨折 25% となっており，これにl悦rlを力11えると，

IY:下損傷が 2/3以 上を占めている 皮下主Hらが多いこと

もスキーによる付指外傷の特徴といえよう Cf;.・ 2). 

診療所における診療の特色は， 11〈卜損傷が大多数を占

めているということもあって，受ItJjした翌日とかスキー

旅行の最終日などに受診するものが多く，受傷したその

日のうちに受診するのが少ないということである.治療

方針としては，遠隔地に帰る人が入部分であることもあ

って，もっとも簡便な方法、である泌布やシーネの装用を

中心とした応急手当にとどめ，その後の治療について

は，近くの大病院の整形外科を受診するように指導して

きた

しかし， 史状をみると ，応急手当を受けたあと ，その

状態でスキーをする者が多く ，スキー選手のrl'にはギプ

スを巻いたまま試介に1I¥);j，)するものさえおり，治療上r，a
;通が多い

j:J:j旨のスキー外fg，也、ちのアンケートによると，応急手

当を受けただけで，その後の治療を受けておらないもの

は約半数に迷していた また治療を受けたものの 中に

ふ整形外科医以外の非専門医に治療を受けたものも少

なくない このような理Itlによるためか，予後調査によ

ると，半数近くが 1年以上経過した現干して司も，なんらか

の障害を訴えている もっとも多いのが焔みで， 15名の

うち 8名とな っており寒冷時や運動IL'jMおよび圧痛であ

った.次に指にブJがはいらないという 4名， !lVJきの制限

3名，政れなどが 2名とな っていた(表 3). 

Key words: sports injury， thumb injury， ski injury 

* Y. Watanabe (教授)， 1¥1. Yuki:山形大学整形外科 (Dept.

of Orthop. Surg.， School of Medicine， Yamagata Uni-

versity， Yamagata); T. Abe (所長):蔵王温泉診療所.

表 1.スキー外傷における手と母指の頻度

年度 外傷総数 手の外似 何:指の外似

1978 1，492siJ 川 l(63%〕!42例 (45%)

1979 1，343例 59例 (4.4%) 17例 (29%)

1980 1，349例 45例U(3.3%) 16例 (36%)

1981 1，423例 83例IJ(5.8%) 48例 (58%)

1982 1，128例 93例 (8.2%) 36例 (39%)

6，735例 374例 (5.6%) 159例 (43%)

表 2.母指の外傷の種rti別頻度

捻挫 骨折 挫創 脱臼 その他 言十

「叩似l 8例 8例 4例

1979 I 6例 3例 3例

1980 I 5例 2例 3例 21列 3例

1981 24例 12例 9例 1例 2例

1982 16例 8例 9例 1例 2例

l58例 |州 ，32仰ll 15仰I~ I u r I c263h I c2sfh ' c2O3h I (9;わ (9%)
159 

表 3.アンケート 捌炎

診療所での応急手当を受けただけ I 19・ ・53%

その後の治療を受けた 1 17・・・ー47%

予後
後j立症(+) 15.・・42%

(-) 21...・・・58%

痛 み ・ ・・・・・ ・・ 8 

力がはいらない ・ ・・ 4

動きが ~I~J 限 ーー ・・・・・・・ 3

疲れなど ・・・ ・2

次に，最近 5年!日jのX線所見から，母mの骨関節損傷

の明らかな 3417IJについて，その発生メカニズムを検討

すると ，もっとも多いのは，外転損傷で，転倒時に手を

ついたさい， イ:J指が強く 外転されて生じたもの と考えら
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表 4.外傷の状況と発生部位との関係

外傷の 1:外転過 伸展屈曲 1内転
種類

15 8 7 4 
部位 ¥1 1 | | 

5 

3 

MP 
4 

6 

図 1.もっとも多い母指の外転倒傷

れる.外転損傷のうち MP関節内側の裂離骨折が 121911

でもっとも多く， 次いで主主節骨)，~ '，:'市 'l~ 折 3 伊11 であ った

(表 4，図 1). 

次に多いのが過仲展損傷で，転倒H与予をっきほ指が過

伸展されて生じたも のと考えられる 過伸展損傷では末

節骨骨折例がもっとも多く他に IP凶節背側脱臼 1f71j， 

MP関節背側脱1]2例を認めた.

次に多いのが母附北部に強い屈曲ブJが働いたと考えら

れるもので，ストックを握ったままつまり母指を版llilし

た位置で転倒し i創立方向から強い介述力が加わって生

じたものと考えられる.これには中手骨基部骨折が 6

例，CM 関節脱臼 1f71jがあった(図 2). 

最後のグノレーフ。は舟指の内転損傷で，転倒時f引行はス

トアクを握ったままで，外側から強い衝撃が加わって生

じたものと考えられる MP関節外側の裂離骨折 4例で

あった.

以上のことから，ほJ行の外転損似がも っとも多発する

と推測され， したがって MP関節内側側同lj靭帯損傷{yll

も多いと考えられる.われわれもこの 2年間に 3例のごf

図 2.母指の基部に強い屈曲力が働く転倒H寺の様相

図 3.母指 MPI刻節内側側IiiIJ籾帯断裂例

X線所見(ストレスフィノレム〕

fÆ~経験をしている

代表的な症例を紹介すると， 24歳の男性でストックを

握ったまま手をついて転倒した 捻挫といわれ湿布を行

っていたが，腫張が高度で指に力がはいりにくいという

訴えで， 受傷後 4日で当利を受診したー X線検査で，

MP I*J節がその内側で大きく聞き，内側側目lj籾fi?損傷と

診断し(凶 3)，手術を施行した.

成舎によるとり， MP I刻 i市内側側副籾，出完全断~の場

合，断裂した籾帯の断地は，籾帯の表附にあるNjfi内転

筋の表陪に反転してもどらず，手術的に縫合しないと関

節の不安定性を残すと記されている.

本例もま ったくそのとおりの状態が確誌された つま

り断裂した籾，li;，の断出はいl転筋の表面に阪を出してお
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a. b. 

図 4.ストックのグリッフは先端の太くなっている

もの (b)がほ折の外傷をノJ".じやすく，全体が

調11，、もの (a)がより安全である

り，これを縫合するにさいしては内転筋付沼部の一部を

横切して籾，併の断端を縫合した.術後 4迎で運動を15日始

し， 1年後の現在種々のスポーツを行っているが，なん

の障害も訴えていない.

以上の経験から，スキー診療所における治療 lての問題

点を列挙すると，

1 )診療所においても最終治療がJ処置をとることが望

ましい.その理由は，スキーヤーが診療所での処置を受

けるだけで，その後の治療を受けない場合が多いこと

その後の治療を受けない者に後ilikを訴える場合が多

く，これも初期治療の重要性を物語っているといえよ

う.

2 )診療所と地元の専門医との辿絡を密にすることが

大切である. ll'lに治療後地元の専門医を受診するよう訴

すだけでは受診しないことが多いので I *'({介状を吉くな

どのより高度な配慮が必要である.

3 )関節損傷では，靭帯断裂を伴うことが多いので，

診断治療にさいしては，十分WIぷの うえ初J~Jの手術治療

を含めた対処が望ましい

次にスキーによる母指の外傷の防止策は，

1 )ストックのグリップの改良が旦!まれる 日本で一

般に使用されているストックでは，グリッフ‘の先端が太

くなっており ，これが手の白 111を制限して，転倒H与に母

指の外傷を多くしていると考えられる(凶 4). グリッ

プ全体が細目のものか，サーベノレ型が望ましい このサ

ーベノレ型のものは手を離せば完全に手から外れてしまい

ほ折を損傷しないが，残念ながら日本ではほとんど市版

されておらない.

図 5 新しいタイプのストックで，手革に強い

力がかかると自然に外れる 母指の外傷に

とってはより安全と考えられる.

2 )次にはストックのもち方の指導に完全性をとり入

れるべきである 外国の統計によるとわ手革に手を下か

ら通してストッタを握るほうが，手革の上から通して握

るより安全という結果が出ている.これは手を離したと

きにストッタが手から離れやすし、からと考えられる.

最近強く力がかかると手革についている金具が白然、に

外れてストックが手から離れるタイプのものが出回って

きた し寸つゆるセイフティーストラ γプである(図 5)

これの普及も虫ましい.

以上スキーによるほ指の外傷の増加する原因とその対

策について考えていくうちに，その奥にひそむ大きな問

題を考えざるをえない.

スキーというスポーツが，他のスポーツにもみられる

ように， i主術中心主義，競技選手中心主義に陥っている

傾向はμ逃せない.そのうえ商業主義のわるい点も加わ

ってきている.たとえば，ストッグの極りの部分の構造

は競技をする選手のために改良されたもので，これが一

般にも広く用いられるようになったといわれている.

一般の人が楽しむスポーツであるスキーがもっと安全

なものになるように道具の改良や締り方の指導，安全な

倒れ方の指導が，積極的に行われる必要があろうー

文献
1) Steoer， B.: J. Booe Joiot Surg. 44-B: 869， 1962. 
2) Eogkvist， O. et al.: Iot. J. Sports Med. 3: 50， 

1982 
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手のスポーツ外傷について

Sports injuries of the hand 

花村達 夫

古川隆

高岸直人

浅川康司

手のスポーツ障害について，スポーツの種類と外傷の

種類との関連，その頻度や予後などを調べる目的で，当

科臨床症例と，約 1，000名のスポーツ選手に対するアン

ケート調査をもとに，種々の検討を加えた.

調査対 象

臨床症例は 1976 年~ 1982年の 7年間に当科を受診し

た手のスホーツ外傷患者 482名，延べ 503例であるこの

内訳は男 410名，女 92名， 年齢は 7~56 歳〔平均 20. 3

歳〕で，スポーツの種類は 34種にのぼった.

アンケート調査は，制|刈大学体育部系学生を中心とし

た高校，大学，社会人のクラブチーム選手を対象広行

い， 1，014名の有効回答を得た 内ぷは男 795名，女 219

名，年齢 17~24 歳(平均 20.2 歳〕で，平均スポーツ歴

4.9年，平均練習時間週 17時間とかなりレへノレの高い選

手層である.質問項目は，現存までのスポーツ燈や練習

量のほか，スポーツ中の手の外傷の既往，その後の処置

や現在の障害など全部で 10項 JIにわたる. モータース

ポーツなどを除外した結果， スポーツの種類は 35種と

なった.

臨床症例について

臨床症例をスポーツ別に分類すると， ソフトポーノレ

117例， 野球 69例が 1， 2位を占め， さらにパレー 51

例， バスケット 28例などの球技が続く 地域特性とし

てスキーなどウインタースポーツによるものがほとんど

なく，他家の報告に比べ1)空手，柔道，挙法などの格闘

技の多いのがやや目立つ.

障害部位を手指と手関節に分け，それぞれ診断別に集

計した結果を表 1に示す.

さらに，これらの外傷の受傷機転を大ざっぱに分類し

てみると，表 2のごとく 8種に大別できる.手桁の外傷

Key words: hand， injury， sports 
6 
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表 1 診断別の症例j数

1429 

a. 子 指 b.子関節i

関節jj:J，挫 98例 閃節t主挫 46例

，~ 折 95仰l 舟状骨骨折 14例

槌 t旨 47例 腿鞘炎 14例

初帯損傷 45例 子関節痛 12例

脱臼 32例 その他 5例

脱臼骨折 24例

阪tt鞘炎 17例

打撲，挫似 35例

切創，裂創 18例

その他 17例

計 422例 91例

表 2.

受払5 機転 「

1. 球を捕球~日D¥，、て

2. 転倒， 衝突による

3. 打撲，殴打を受けて 1 

4. 空手， オミクシングなど|
でのナツタノレ損似 | 

5.相手の着衣をつかんで
いて

6. スノミイクされfこ

7 用具の過度使用や同一
動作の繰り返しによる

8 体操，重量挙げなどで
の手関節の慢性的過背
周

9.不明

計

| 手指 |子関節

225例 7例

75例 60例

20例IJ 6例

16例

15例 |

州 |

232例

135例

16例

16例

10例

8例

23例

15例

396例 I 107 {~J I 503例

は，やはり球技で球を扱うときに受傷するものが過半数

を占め，一方，手関節では転倒，衝突によるものが 60%

を占める.
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表 3.

ノ¥
ノJ

野i I Hi 日

球校 1t1， A 野球(面Ji，耳.tqW!， 'I~ /:) ， ソフトボーノレ

球技 群 B バレー，バスケット ，ハンドポーノレ，他

球 技群 C ラグピー，アメリカンフットボーノレ，サッカー

球 技群 D テニス(品Ii・秋)， バトミントン， スカッゾュ r:i球，
ゴルフ， f山

m凶主主君平A

柿凶技群B

4存幽抜群C

'との他群

相撲， レスリング，柔道

空手，小林年拳法，ボク γγ グ，イ也

剣道，フェ γ シング

陸上，水泳，体操，lli:量挙げ，弓道，アーチェリー，ス
キー，スケート，他

図 1 . 球伎俳 A の受傷機転および日~)I屯

1 

1983年 11月

子の外傷の既往

t:， り なし，拘lt1"1答

73% 27% 

91% 9% 

93% 7% 

42% 58% 

89% 11% 

95% 5% 

14% 86% 

l 球を繍球~p~ ，、て 。 .124(J1)

2 転倒，衝突による ・34(J1)

6. スパイクされた ・6例

7.用具の過度使用や1';)-動作

の繰り返しによ る 6例
9不明。..・ 0 ・・ ・・.13例

球伎群 A.................... .....183伊l

・外傷部位

スポーツの分類とスポーツ群別の手の外傷の頻度 はfU数指にテーピング している このテーピングを外し

調査したスポーツ稜 11が 30数種に及び，これらを各 て診てみるとしばしば volarplateや側富IJ柳時損傷によ

例に検討する煩雑さを避けるため，先に迎ベた受傷機転 る不安定性が認められ，しかもこれら外傷のほとんどが

の分類と競技形態の類似性をもとに，スポーツを 8~洋に 未治療例である

分額した(ぷ 3). これらスホーツJ汗J}IJIこ， アンケート スポーツ群別，種目別の外傷の特徴

調11:で手の外似の既往ありと平年えたものの品iJ1肢を調べて 表 3に示したスポーツ群別に，臨床症例の障害綿位と

みると ，球以llfC，B，格闘群A，Bなどでは 90%IIIj後 受{易機転分類を集計してみた.一例として，球以i洋Aの

の~.~\， 、比率を示している ~!!f，同容が必ずしも外傷の既往 ものを凶 1に示す受傷機転では，球の補球にさいして

がないことを;百;味 しないので，実際の比本はさらに高い のものが 68 ~百を市め， 部位では右政指を中心に10m，

ものと与えられる 事実， バレーやバスケットの選手に 中指，小指の多いことがわかる.とくに布環指 DJP閃

とって，突き指は日常的な外似であり，ほとんどの選手 節障害 21例'i'14例が malletfingerであった その他
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の各スポーツ群で，特徴を列挙すると，球技群Bでは小

指の外傷の率が高く， とくに右小指が 100例中 14例を

占めるのに対し，指折の受傷が相対的に少ない コンタ

クトスポーツの要素をもった球技lncでは，転倒，衝突

やハンドオフによる手関節部の隣合がもっとも多く， {I也

の球技群ときわ立った対比を示した.また，格闘技1洋A

では手関節障害の比率が高く ，格闘技群Bではナ 7クノレ

損傷が全体の約 4訓を占めるなどの特徴がみられた

さらに，スポーツ種 fI別でもいくつかの興味ある特徴

的障害がみられた.たとえば弓道i握手のほとんどが弓を

把持する左手掌，とくにほ指，示指間の皮附，軟部組織

の障害をもっており，弓道日をの長い者では，的J日外転制

限をきたすほどのJJ巴厚性搬痕を有するものがあった.一

方，アーチェリ -J握手は，弦を引く:fî ll ~N指指尖部の

FJZ!?はみられるものの，左手の防寄はほとんどないとこ

ろからみて，弓道においても，手袋のtと用や用J~の改菩

でこのような障害が大幅に減少するとの印象を受けた

外傷後の処置， 予後に関するアンケー卜調査

紙数の関係で詳細な内容，数値は初介できないため，

概略を述べる.まず，外傷を受けたあとの処置について

は， i'I分で処置したもの 42%，一般外科受診 27%，盤

形外科受診 25%で， 手の外科の経験をもった専門医へ

の受診率はさらに低いものと考えられる.病 ・医院，整

骨院などで受けた治療内容については，内llji楽，湿布，

電気治療などがほとんどで，ギプスやアルミ板による固

定は 24%であった 次に，手の外傷後，現在なにか愁訴

があるかという点では， 59% の者がなんらかの訴え(痛

み，変形など〕をもっている. しかし，その障害がスポ

ーツ活動に及ぼす影響については 91% が，rあまり~

全然、気にならない」と答えている.現在支障のある者が

今後整形外科医を受診するかどうかの問L、には rなん

らかの理rJIで受けたくなし、」としたものが 30% に達し，

受診したい者 17% を大きく上回った.

まとめ

今回の調査結果を検討して問題点を整理してみると，

1 )外傷後の専門医受診率が低い， 2)初期治療が遅れ

る傾向2)，3)治療中断が多く，治療中も十分な安静固

定が行われない場合が多い， 4)医療サイドの問題，な

どがあげられる.現在手の障害をもっスポーツ選手の LI

が必ずしも整形外科医を 1~'1 ~、ていない状況の中では，い

たずらに原WJ的治療にこだわらず，とくにレベノレの高い

選手に対してはスポーツを続行させるか，なるべく早期

に復帰させることを主限に治療方針を立てる必要があろ

うし，専門医受診率を高めるための選手コ ーチへの働き

かけも今後の重要な課題であろう.

文献
1)渡辺好博，結城正明・整・ 災外 25:1729， 1982. 

2) Ruby， L.K.: Orthop. Clin. North Am. ll: 819， 1980 



1 j ム

1432 

手のス ポ ー ツ外傷

Sports InJuries of lhe hand and wrist 
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古 賀 良 I1ょ

111本康行*

スポーツにさいし手は物を把持するばかりでなく ，

力を伝達し，体を支える働きをしている.それゆえ，手

のスポーツ外傷の頻度はかなり高いと考えられるにもか

かわらず一般にその比率が低いのは，小外傷と見倣され

適切な処置を受けずに放置されたり ，病みや多少の機能

障害に耐えて運動を絞け，必ずしも専門医に受診しない

ためと推d(IJされる.今回，スホーツによる手の外傷，障

害の頻度およびそれらと運動税 1=1との|対速などを知るた

め高校運動部員を対象として行った調査結果と，当科を

受診した手のスポーツ外傷患者についてその発症メカニ

ズム，治療などを検討した紡J哀を報告する.

高校運動部員の調査結果

新潟市内の 18高等学校の 1，2年生の運動部員 2，484

名(男子 1，618名，女子 866名〕にアンケート調室を行

い，切らかな受傷歴の有無にかかわらず調芥時における

手関節，手指の主主訴の有無について 29運動種目別に検

討した(表 1). 

1 手関節痛について

アンケート調室時に手関節運動員討をもっていたものは

調貧した 2，484名中 92名 (3.7'}幻であった 92名はそ

の迎動種11活動H寺や基礎体力削強運動時に子関節州があ

り，そのうち 6名は日常生活H、ケにも痛みを感 じていた.

運動種目別に手関節痛をもっ，'iil員数を全部員数との比率

でみると ，ウエイトリフティング 25%，少林寺挙法 22%

体操 17%，柔道 8%，空手 8%であった 少林寺や法お

よび体操と手関節運動痛とのあいだに統計学的に有立の

1*1連が認められた(戸く0.01).

2 手指関節痛について

手指朕lui'i運動!diをもっていたものは 2，484名中 71名

(2.9%)であった 71名中 19名はn~1 ;(;生所J.でも焔み

Key words: hand， wrist， sports injuries 

ホ T.Seki(講師)， T. Tajima(教授)， Y. Koga， M. Shibata， 

Y. Maki， Y. Yamamoto:新潟大学整形外科 (Dept. of 

Orthop. Surg.， Niigala University， School of Medicine， 
<iigata). 

を感じていた.運動種 Il5J1jに手桁関節捕をもっ部只数を

全f部員数との比ネでみると ，空手 16%，ラグビー 7%，

レスリング 6%，バレーボーノレ 6'}五，バスケットボーノレ

6%であった.空手，ラグビー，バレーボーノレおよびノζ

スケットポーノレと手指関節運動痛とのあいだに統計学的

に有立の関連が認められた (pく0.01).

3 手関節痛をもっ部員の直接検診結果について

手IJlili'i加をも っていた 92名中 231-'，についてX線撮影

を合めた直接検診を行った結果， 51'，に異常所見を認め

た

症例 1.16歳， 男 野球部員.

2年前，バスケットポールが手等:に当たり右手闘flij背
胞を強制されて以来，過度の運動後に右手際l節痛を生じ

ており， X線像で舟状'iJ'偽関節が認められた.

症例 2. 17歳，女.バトミントン部員.

!i二手関節117成時に痛みがあり運動後に腫!振が生ずる

手関節背側に圧痛があり X線像で舟状一月状骨解離を認

めた

症例 3. 16歳，女，軟式テニス部品.

9ヵ月 liijから7/i子関節の白発痛があり IIJI外運動で州み

が増強する 遠位協尺関節背側に圧焔があり ，X線上，

尺骨頭のi''f側亜脱臼を認めた.

症例 4.17歳，女.空手部品.

8ヵ月lIIi.相手の拳にJ'i分の拳をぶつけ'月折の診断で

ギプス凶定を受けており ，その後，宏的時!ttiがあ'山、てい

る.X線像で有釣骨骨折を認めた.

症例 5.17歳， 女.パレーボーノレ官官員.

た尺側手収イrf1n万鍵付着部に運動日、?に軽い摘みを生ずる

ガングリオンが認められた.

Jii:'f9"1] 4が l囚の外傷によるものだった以外，他の4例

では 1凹の外傷によるものが繰り返しの外傷によるもの

か!}(!'*あるところであるが，この点を明確にできなかっ

た

当科を受診した手のスポーツ外傷

当科では，スポーツによる手の外傷といっても他のー
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手 のスポーツ外傷 1433 

表 1.運動種目別にみた高校運動部員の手関節，手J行|見節運動痛

迎 動 部 部 員 数

陸 上 競技 152名

体 J:Jk 78名

水 泳 41名

ス キ 10名

パレーポール 251名

パスケ ットボー ル 29J名

軟 式 庭 球 143名

卓 球 172名

パ ドミントン 148名

サ ツ プJ 204名

フ グ ピ ー 135名

ソフト示ーノレ 74名

5た ill 97名

剣| i区 106名

レ ス リン グ 33名

3官望Lと 山 36名

ダ ン ス 33名

ハンドボー ル 9名

庭 球 71名

フ ェ ン γ:γ グ 10名

弓 ill 42名

ウエイトリフ ティング 4名

?自 艇 39名

自転 車競 技 5名

ZE 手 道 25名

j[[f 球 254名

iI武式野球 7名

少林寺 拳法 9名

ポ夕、ンング 6名

総 2，484名 |

般外傷による手の外傷に対する治療，後療法と異なる方

法は用いていない.そこで，スポーツ外傷例の"1"で発症

メカニズム，治療の観点か ら考えさせられた舟状骨骨

折， Kienbock病. PIP関節!日lFI骨折について述べるこ

とにする.

1.舟状骨骨折について

:lit状骨骨折の発症メカニズムは一般に手以!節の侠j'Y}II:

強制による捻れ，回旋，圧迫と考えられている.

症例 6.21成，男.

17歳時，スキーで転倒し右手関節背屈を強制され手

関節痛が:.I:l現した.他病院で右;11状骨骨折を指嫡された

手関節痛をも っ部員数(%)I子指以l節痛を もっ部員数(加

3名(2.0%) 1名(1. 3%) 

13名 (17.7%)*

12名(4.8%) 15名(6.0%)* 

10名(3.4%) 16名(5.5%)* 

5名(3.5%) 1名(0.7%) 

10名 (5.8%) 2名(1. 2%) 

6名(4.1%) 

3名(1. 5%) 4名 (2.0%) 

3名(2.2%) 9名(6.7%γ 

2名 (2.7%) 

8名(8.2%) 4名 (4.1%) 

5名(4.7%) 4名(3.8~百〕

1名(3.0%) 2名(6.1%) 

3名(4.2%) 

1名(2.4%) 2名 (4.8%) 

l名 (25.0%)

2名(8.0%) 4名 (16.0%)*
3名(1. 2%) 5名 (2.0%) 
1名 (14.3%)

2名 (22.2%)*

92名(3.7%) 71名(2.9%) 

*有志差(戸く0.01)

が中途で治療を}jJ(棄した しかし運動時に右手関節痛

があるため 1年 8ヵ月後に来院 した X線像で;/1状骨中

央に裂腫状陰影が認められ偽関節が判明した Russe法

による Jlg'~ 移植を施行 し 2 ヵ月後に骨癒合が得られ，現

イ1:. 手関節可動域に程度の~IJIJ I~Rがあるが体育教印Iîを日差

して体育大学に干1:学'1_'である.

症例 7.30歳，男

16年前，飛箱でle手関節背加を強制されて手関節痛を

生じ:ltt状骨骨折の診断を受けたが治療は受けていず，最

近，手関節痛が強くなり来院した. 舟状'丹-遠位 1/3での

偽関節で，すでに手恨骨間に変形症と背~!IJ不安定吉Eを認
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めた Russe法による腸骨移舶を行 うか，手恨中央関節

回定を行 うか問題であったが Russe法を行い， 現在，

手際IWの可動域の軽い制限があるが仕事に従'Iiしてい

る.

症例 8. 28歳，男

相撲の横綱で，黄金の左といわれた!e手のJit状骨中央

部に切らかな偽関節が認められた fT屈 60ヘ 手;屈 45'

で焼尺屈に111111痕はなく相撲をとるときもま ったく痛みは

感じていなかった.

舟状骨骨折では，受似日が不明でjdiみもなく偶然崩影

したX線像で発見される例，受傷1([後か ら:f0訴の強い

例，変形症になってから疹痛が出現する例があるので，

1"['例に応じて経過観察，ギプス|山|定，手術を考慮するこ

とが望ましいと考えられる.

2. Kienbりck病について

Kienbock病の発政メカニ スムとして， 一次的血行障

宍，籾'lif担i傷に伴う血行障害， 一固または繰り返される

圧迫による'汁折などがあげられている.

症例 9.12歳，女

l年 5ヵ月前， ドッシボーノレが手学に当たり手関節背

JIT:1が強制lされ左手関節痛を生じた 2ヵ月後のX線像で

Kienbock病を指摘された. 話11子による保存療法を行っ

たが灯iみが続き治癒傾向がなかったため， 3mmの焼1'1"

短紛術を行った 現在，子関節痛，圧痛とも消失してい

る.木例は背加強制lにより月状刊 J，';J凶の籾fil-断裂を生じ

て血行が遮断され，月状'討が滋l死に陥ったものと考えら

れる.

症例 10. 18歳，女ー

5年前よりシェークハンドグリ ップによる卓球を紋け

て泊予関節前jをきたし， X線(象で Kienbock病を指摘さ

れた. {j~'l'l 短縮術を行い，現在， !i'riみのない状態で運動

を続けている.この例は繰り返しの圧迫による小外傷が

原同と考えられる.

Kienbock病では白然治癒はまれのため，保存療法で

治癒傾向がない例は険骨短縮術を主とした手術I療訟を積

極的に行っている.

3. PIP関節脱臼骨折について

比較的頻度が多くみられる PIP凶節脱臼'，'j折は， 圧

迫，イ'Il}此屈1"1.側屈，捻転の外力の方向により背側，

掌側，側方脱rl'円折となる.

症例 11. 15歳，男

バスケットボーノレによる左示指 PIP関節背側l悦臼干')'

折で3週後に来院した Robertson牽引を行い良好な可

動域を得ている.

症例 12.22 ~蕊，男.

ノン プロ肝球、選手で，野球ベースに左小指を引っ掛け

PIP側節掌側脱臼骨・析を生じた 徒手整復と逆 Robert-

son牽引を合併した治療を行い良好なjfj)jきが得られ，正

選手で活j'{(1している.

症例 13. 17歳，男

野球ボーノレによる右小指基節骨頭粉砕竹折で，観血整

復後に Robertson牽引を合併した治療により良好な可

動域が待られている.

症例 14.27歳，男

野球ボーノレによる陳旧性の右中指 PIP 関節1'~~{lj J悦日

骨折で 15。の可動域しかなかった.治療は血管付第 2足

~I I: PIP 関節を I~'m PIP関節は移柏後，動的脈もl吻合し

た 術後はやl'展ー15
0

，屈曲目。と良好な可動戚が得ら

れている.

PIP関節は指関節の中で最大の可動域をもっ関節なの

で，保存療法で~を復されない新鮮ないしTII~隙旧性 PI J>

限IW脱臼竹折例には，可動減温存を目的に名種の手術療

法， とくに牽引下で早期運動が行える Robcrtson葦引

を多用している 隙旧性 PIP関節脱白骨折には，血管

付)Ull:PIP関節移舶による可動域の再獲得を考!位して

もよいとJfえられる.

以上，高校運動部只の調査結果と，当科を受診した手

のスホー ツ外傷患者について検討した結果を報告した.

計算機は本学の MS70を使用し，統計解折、/ス テム

の STATPAC-MSにより データ処理を行 った
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手のスポーツ外傷「統計学的観察」

Slatistical analysis in sports injuries of thc hand 

谷 吉彦*

1435 

近年スポーツの普及とともに，それによって発生する 66%，両側例が3f71J 1 %で:1i予の受傷が圧倒的に多

手指の外傷が，増加する傾向にある い.

手にみられるスポーツ外傷の発生頻度は，かなり高い 受傷指別では，I:J指が63件 14%，示指が57f'j二 12%，

ものと予想されるが，他の産業災害などによる外傷と比 中指が 110件 24%，J'~1指が 114i* 24%，小指が 122件，

較すると，一般に軽傷のものが多く，放置されていた 26%で，m-中 ・小指にほぼ同率に多発していた

り，素人療法が行われていたりで，なんらかの障害のた スポーツの種11は 34種類に及び，頻度!順では，野球

めにはじめて専門医を受診 し竹 折，腿または籾帯の仰 が 139例 31% ともっとも多く ， ソフトボーノレ 82171J18 

1おが発凡されることが少なくないー %，バレーポーノレ 58伊ij13%で過半数を山めていた 以

筆者は 1969年から 1982年までの 14年間に慈恵医大 下， スキー，バスケットボーノレ， トッヂボーノレなどであ

整形外科手の外科外来で診療したスポーツ外傷忠者につ った(図 n
き，統計的に検討を加えたので，その結果につき報告す

る

全症例に関する統計的分析

総患者数は 533例で予の外科外来，也、者総数の約 10%

にあたり，男性が 428例 80%， 女性が 105例 20% で圧

倒的に射性に多く，年齢分布は最低 5歳，最高 70歳で，

平均年齢は 26.9歳であり，青壮年者に多L、

受傷側では，左側例が 179例 34%，右iJllJ例が 351fylJ 

順 位 1量 目 症例数

軒 碍 139例 31% 
ソフトホール 82 " 18' 
J、レーホー" 58 ' 
スキー 37 ' 
/、スケ yトホール 36 " 
ト1チホール 18 " 
空手 16 " 

8 ネワ 1ノンワ 16 ' 
9 サ 1カー 14 " 
10 ラクヒー 13 " 
11 ホーリンク 11 " 
12 コルフ 11 
13 ハントネール 11 
14 主 過 11 
15 スケート 9 " 
16 その他 47 ' 

~t 447 " 

図 l 種目別症例数(種 目数34，症例数 447例)

Key words: hand， sports inj山 ics，statistical analysis 

ホ Y.Tani:東京慈恵会医科大学整形外科 (Dept， of Or(hop， 

Surg" The Jikei University， School of孔1edicine，Tokyo). 
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表 2.外傷の種類

)1旦i と 断一 件ヰト頻度
l 指の骨 ・関節損傷

2 1 f0指の骨 ・関節弘Ht;

3 j 手関節団1の骨 ・関節J:n傷

4 I 鍵 ・神経 ・血管損傷

5 I鍵鞘炎

6 entrapment neuropalhy 

7 Iその他

407件 j 73% 

59件 I 11% 

37件 I 7% 

24件 I 4% 

14件 I 3% 

9件 2%

4件 I 1% 

I
f
-

-2

ロ |附ド|
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頻度順 l 診 断 名

1 槌 指

2 DIP関節脱円骨折

3 PIP関節側扇Ij靭帯断裂

4

5

6

7

8

9

0

1

 

-
A
t
A
 

PIP関節脱臼骨折

PIP関節掌側板断裂

母指 MP関節損傷

母指 ・指の指節骨骨折

釦穴変形

指の中子骨骨折

指の MP関節損傷

その 他

整形外科

表 3.診断別発生頻度

1件数 !頻度% 1

79件 I14.2% 

76件 13.6%

66件 I11. 8% 

61件 110.9% 

44件 7.9%

37件 6.63百

33件 5.9%

23件 4.1%

21件 3.8%

13件 2.3%

105{'ド I18.8% 

m 件 I 100% 

表 4.手術症例 (530例'1'280例. 53%) 

観血的整復術

DIP脱臼骨折 44{，1: 

PIP脱臼骨折 37件

中手骨 ・指節骨骨折 30fl・1139件

舟状骨骨折 12f1: (47%) 

そ の 他 16ft 

籾帯形成術

PIP側高Ij靭帯

PIP掌側板 34f1: l 104f牛
ドj指 MP担IJ副靭帯 18件 (35%) 

その他 lfl: 

腿 形 成 術

釦穴変形

イ"，紡肱~脱臼 7{'十 23{，1

そのイ也 3f'1:J (8%) 

舵縫合 10件 ( 4%) 

や1I経剥離術 4件 ( 1%) 

そ の 他 14件 ( 5%) 

2十 294件

受傷後，診療を受けるまでの期間は. 9ヵ刀以上経過

したIMI日例を除いても平均 32日とかなり長く， 手のス

ポーツ外傷がし、かに放置されているかがうかがわれた.

受傷後 3週以内のものを新鮮例. 3週以上のものを隙

旧例とすると， その値はそれぞれ 50% とて?しい値を示

していた

受傷機転については，ポーノレによる突き指が 314例

59% と過半数を占め，転倒が 59例 1l%.物を叩く 25

1 1 1 

1983 if'. 11月

種 目(頻度順〉

野球， ソフトポーノレ，バレーボーノレ

野球， ソフトポーノレ，バレーボーノレ

パレーポーノレ，野球， ソフトポーノレ

!野球， ソフトポ ール

ソフトボール，パスケット ポール，野球

旦キー，野球，パレーポーノレ

スキー， ノZレー，ゴノレ 7

バレーポール，パスケットポール，野球

スキー，ボクシング，キックボクシング

空宇，ボクシング

例 5%. 人と接触 23例 4%.投、る 21伊Ij 4%などの

I1引であった(炎 1). 

外傷の利英IIとしては，指の骨，以1M損傷が 554件中

407件 733百と過半数を占め，母mの什，関節損傷の 59

件 11% を加えると 84%の多きに達する. 次いで手関

節部の竹，関節損傷が 37 件 7 %. 車~ . 神経，血管損傷

の24{L!4 %. J陸作!炎 14{'1二3%. enlrapment nClIrpalhy 

9 f!τ2%の II~iであ った (表 2)

診断別にその発生頻度を比較すると ， 組J行が 79件

14.2%ともっとも多く. DIP関節の脱臼rjij折が 76件

136%. PIP 関節の~lIJ副靭帯断裂が 66 {II二 11.8%. PIP 

関節の脱臼'11折が 61件 10.9%. PIP 関節~i~側叙断裂が

441'1: 7.9%. /手術 MP関節損傷が 37{I!二 6.6%. 以 F

/:.f:j行. jfiの折節'，'1""'J・折. $11穴変形，指の中手"'J"，'j折，指

の MP~Iilí'iの損傷の順となっていた(表 3 ). 

子術症例については.530例中 280例 53%に対して

294件の手術を施行 した. このように手術症例の頻度が

高いのは，:夜岳らの施設が大学病院という特殊性があっ

たためであろう ー

施行した手術は. DIP)此白骨折. PIP脱臼'骨折.c!-， 

手骨 ・ 折節'I~J"rj'折，舟状骨骨折に対しての鋭血的整復術

が全手術の 47%を占め， 次が側面11靭f!?， 主主側板に対し

ての籾'J11形成術が 35%.釦穴変形. {lll筋腿脱臼に対する

腿形成fAiiが 80%.鍵縫合が 4%. 事11経最11商ffi術が 1% の

j阪であった(表 4). 

種 IJ;'}IJにみられる特徴と しては，ボクシングにおける

いわゆる boxer'sfractllreがあり ，筆者らの症例では，

ボクシング外傷 16例のうち， 指の中手骨骨折が 7iJU. 

Benncll "，].折が 2{日11，計 9例にみられ，かなり高い発生
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率を示していた.

手のスポーツ外傷「統計学的観察」

おわりに

1437 

空手にみられる'1'指の MP関節包の断裂は，挙で問

い物を強打した場介，当然もっとも突出している第 3中

手什'丹'顕と，物とのあいだで関節包や，指-I''f)舵映などが

損傷されるためて‘ある.

筆者らの空手外傷の 15例中6例 40% にこの外傷がみ

られた

スキーによる手の外傷では，転倒時にストアクが母m
にからま っ て発生する MP 関節の尺~lIJ~lIJ日 IJ 籾，J i l 断裂が

多いという報告があるが， 筆者らのj;H9"1)でも 37例中 12

例 32% にみられた.

ボーリングによる的指の尺側f行事1I経の神経腫の形成，

いわゆる bowlcr'sthumbがこのスポーツが全盛をきわ

めたころには 川題にされたが， 筆者らの放った 11例中

5例 45%に木症がみられた_ iE:症の 2191)に対しては，

神経長11郎総Iを施行した

1969 if-から 1982年までの 14年間に，慈}t!.(医大整形外

科外来で診療したスポーツ外傷患者 533例について，統

計的に検討し，その結果について報告した

文献

1) Browne， E.Z. et al.: Plast. Reconstruct. Surg. 58: 
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2) Curtin， ]. et al.: Hand 8: 93， 1976. 
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7) McCue， F.C. et al.: J. Bone Joint Surg. 52-A 

937， 1970 
8)室田景久ほか 関J.k整災誌 4:5， 1973. 
9)室田景久ほか・整 ・災外 23・1601，1980 

10)山沢晴夫 ・災害医学 20・965，1977 
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機能再建と微小外科

絞近十数年間に整形外科修l械の新しい機能刊建法とし

て，微小外科手技を用L、た各種の再建術と人工閃節を主

体とする人工物による機能再建術が加わった.

微小外科はおよそ 20年前，脳外科医のJacobsonが手

術顕微鏡を微小l(Jli符縫合に導入したことに始まり，その

後，整形，形成外科の先述が血竹縫合手技の将遍化に努

めたことから，この 10年Ii¥Jに飛跡!的に発j民した 当初，

子の外科医により注Hされた微小外科は切断IJJUi1W接着

とし、う形態をとり，その利i:'-R多くの患者が恩恵に浴する

ことになった また血行のある組織，すなわちrfll作柄イ、j

骨 ・軟'11・，関節，神経，腿1. 1支h可，筋肉組織移舶を単独

あるいは複合して行う優位性に気づかせるとともに，こ

れら組織複合移植の基礎とな った.

一方，機能川建に杭極的な形成外科似j或では，従来行

われてきた axialpatternのれ芸植JJ<:il;を発展させ，忠

者の負担を軽減する free日apが行われるようになった.

その後，全身の皮l内¥筋肉のI卵管支配をはじめとする

肋所解剖が微細にわたり行われ， JJ<:li句と筋l去JI:¥Jの血流関

係も明確となった

しかし微小血1'1縫合後に発生する血栓，あるいは1(ll

肢による)J:迫がヲ|き起す移ft((組織の循環障73を，いかに

早期に発見していl復をはかるかが問題であった 川所循

環状態の判定は，主観的方法では不 卜分で，われわれの

研究から客観的な持続皮!内i1l1tモニタリング法が有川なこ

とが明らかとなった.また，現ど1:て、は各種微小外科子術

にさいし，表面の皮胞を同時に移似して侃Bii状態の指標

とする方法が一般化 しつつある

この時点て‘名手E微小外科手術は，一応の安定，安全性

を有する11に確立した機能再illil、となった

骨 ・関節外科，機能川建外科と称する幣形外手|で，も

う一つ忘れてならない分野は，筋肉についてである.微

小外科手技を用いた遊離筋肉移舶の実験は 1970年の玉

井ら，臨床応用は 1974年のilJi利)1ら，生田らの 報告に

始まる.われわれが"的とする'I'I絡筋の機能Ilfillは皮筋

のそれに比べて要求が高く， MMT で紋低 4 以 I~の回復

奥 rlt 一郎

く日赤医療センター整形外科副部長>

が必要である 有用な機能回復には移植筋肉の循環と運

動神経の回復がともに良好でなければならず，したがっ

て本手術例の報竹はいまだに少ない われわれの経験で

は神経縫合部位により機能回復のH初切は異なるが，筋肉

に運動神経がはし、る 2~3cm 手ïniで縫合を行った場介，

)ij，屯[5</1では 3ヵ月ごろより凶復傾向をみせ，その後も

順調に1"1復した.臨床Ili'状も同様で 3ヵ月ごろより筋肉

のI'1fj)J収縮を必め (MMT: 1)， 10ヵ刀では 3+，12ヵn
では 5というように順調に回復した 以 |二より本法は，

布川1な機能IIfill術の一つであると考えている.本法も，

当初，筋肉調lおRのみの移植を行っている報告が多かった

が，術直後のモニタリング，自IJ閉鎖の観点から，現在で

は筋肉皮弁としての移舶が一般的である.また，整形外

科医は，筋肉採取1ii1位の機能低下にも敏感であるが，部

MJ，人!陶筋やWI腹自j)内側頭などを k例により選択すれ

ば，その部位の機能低下は問題とならない

このように徴小外科は時代とともに手術手技，手術の

バリエーション，術後のモニタリングと順次開発され，

機能iJjillの確実な下段へと発展してきた.

他方， 1'1分 1 '1身の臓~~を用いて機能再処?を行えない部

分，すなわち大関節の機能再建は，現住，各種人]1見JIln

によるii';換が主流を占めている. 良好な結果を得るIli'炉IJ

も多いが，中には感染， loosening，人工関節の破壊，拙

劣な手術手技のために生ずる各穐の問題から不幸な結果

に終る j~例も散凡される これらのサノレベージ手術jとし

て血符柄付骨移他による関節固定術をやむをえず行う場

合もあることを銘記しておく必要がある.人工臓探の改

良，発展もf主体I革新の!止の中から十分にJm待できるが，

同l切に免疫などの科純1::]題を乗り舷えて微小外科手技を

月Jl、た同種関節移ft((で，也、者に只献で、きる l二lもこよう.い

ずれにせよ機能再建外科を志す医師は，すべての手術の

長所，短所を知りつくしたうえで，確実かつ最良の治療

ブnl、を選択して患者の治療に最善の努力を惜しんではな

らない.このことはいつのH、?代にもかわらない真理であ

る
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手指機能指数について

Finger-function quotient 

今 旧

手J行機能指数')(日nger-functionquotient;以下 FQ

と田討す〕とは， リハビリテーション氏学における評価手

段の一つで，pm;ijのある子J行の能力が，正常人のそれに

比べてと'のめ!度あるか(能力のiitを%で茨 し， それを

FQとしている)， またその基本的機能の椛成 ~(，ki (内

子〕は，どのように分布しているか(作要素を ア、ロフィ

ールて‘がす〕を評illliしようとするものである.

FQ をi必くためには， 10 種からなるテスト'ぷJ~ (図

1 )を用い，単純な作業を行わせ，時間制限法や作業制

限法による作業検作 (performance-test)の結果を計算

して FQ{lr(を算出するようにな っている.

これらサブテストの出具は， できるだけ中純な手指

機能， たと えば握る， つまむというような 基本的機能

(ki nelic function)， おさえるというような 補助手機能

(assist hand function)，方向，速さのような調節的機能

(controllable function)のいずれかを主としてとり 山し

て検IHできるように工夫されており，検者はむずかしい

熟練を必要とせず，また被検者にアテト ーゼや沌性など

の霊山:の障害があっても， 1時II¥)f'，¥泣で検ft7が可能で

拓

表 1.FQサフテスト

1 指腹つまみ検作 (pulppinching test) 

2. {lIIJ IIriつまみ検査 (Iateralpinching tCSl) 

3 回外検伐 (supinationtest) 

4. 7 ィンガーローリング検査(日ngerrolling test) 

5. グリップ検査 (griptest) 

6 ，;主IUI固定検:&.(palm 白xationtcst) 

7. 111]1編維持検公(1出 ngcontrol test) 

8. タイミング検宜 (transfertiming test) 

9. 絡子模様検代 (drawingline test) 

10. 両 F協調検代 (handsco-ordination t目。

ある.

このできるだけ単純な手指機能を検出しようとする五、

図は，人間 lて学的なシステムとして手折の機能を考えた

モデノレにおいて，既存の関節可動域テスト，筋力テス 1.， 

感覚テスト，知覚テスト， ADLテストなと.で、は，PI'ilIIiさ

れていなし、qi純動作テストの領以が明確になったためで

ある.もちろんこの似城の functionalmeasurementはい

ままでいくつか報告されているが， total 

な functionabilityをちょ うど知能指数

(以下 IQ と略す〕のように立としてと

らえようと考えたわけで‘ある.

FQ 開発の経過は， 1968年にさかのぼ

るがト町， 現在では，全国の身体障害者

史生相談所，心身障害者職業センターで

利用され， また一部病院の作業療法部

1"]，養護学校な どりでも用い られるよう

になった.外国でもウ ィスコンシン大学

や，カナタのコロンビア州でも利用され図 1. FQのテストパッテリー

Key words:自nger-functionquoticnt， evaluation， battery 

本日 lmada(園長〕 .15域県拓杏国(⑨980イIllhrlil)司小泉4-3-1;
)¥J iyagiken Takukyoen， Sendai) 

ている.

サフテストを桃l反する器具は 10種からなる(決 1). 

これ らサブテストで検査された結果を， rt51ZiX ~災自，1.炎に

よって評点におきかえ， 10 重量のテストの訓点を 合~ I し
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表 2.FQ機能因子の種資!と基司1，情成率 上肢の ADLが自立しないことが明らか

1. 補助手の関与 (participationof assist hand) 8% 
になった町.

また FQのサブテストは可能な限り

単純な動作によって構成されていること

もあって，極端に低い知能を除いては，

2. 手指筋の耐久性 (enduranceof hand musculature) I 14% 

3 上11主関節の臼由度の保持 (degrccsof freedom of kinetic- I 12% 
pper limb) 

4. リズムの生成と伝達(production& transmission of rhythm) I 25% IQと相関しないことも証明されている.
5. 指相互の分離運動 (separatemovement of the finger) 9% 

授産現場における評価に利用された結

果からは，いわゆる職業適性検査との相

関については有志の結果が得られず，

6. IJと予の協調性 (eye-handco-ordination) 13% 

証7. アーチメ ーキ ング (palmera剖r川-ch】ト-ma汰ki巾111暗，g) I 8% 

8. j指旨の 7 イ一 ドパツク (feed-backme町chani問 nof the fin口1ger目s) 11% 6 
IQ と同様に職業評価とは異質な基本的

な手指機能の要素が評仰されていること

補助手 の関 与

手指 筋の耐久性

上肢関 筋力自由度

リズムの生成と伝達
自と 手 の協調

指の 骨厳運動

アーチ・メーキン ゲ
指のフィードパ ック

TEST 右片麻療 45才色

図 2.FQ検査z記録例

たものを FQ'とする.さらに作サフテストに権成され

ている機能因子 8種の附 f量をJI'i;;;の凶子ii;ーの 100分率

で示したものにおきかえ，これを介計することによって

FQが計算できる.

この機能因子は因子分析によ って得られたもので， 8 

脅からなり，それぞれのサフテストの中に定位している

(表 2). この悶子量の分布をプロフィーノレとして示すこ

とによって，障害のある手折の能力の質的評価が示され

ることになる.図 2は脳血管附宮による極性手のプロフ

ィーノレであるが， ;(i片麻庫であることが，手全体の機能

を84としとくに両手動作の J~\~点が低く，因子分布から

も補助手の関与という項目の低下がn立っている.

ADLと FQの相関について， 成人脳性腕(j~1に対し

て検討した結果，強い相~Iがみられ， FQ 30以下では，

を示している.

阿部9)は，FQと身体障害者授産施設

における工賃との相聞について，単純作

業における授産では，ある程度の相関を

認めるが，工貨は }(2 の要因のほうが

大きいことを示唆している.

l凶射村らザ1

ストロフイ一症の進行の経過を FQによ

つて検討しし stageとの相関を記録して

いるが， FQプロフィールの経時的変化

において，上肢関節の白片i度は stage4， 

5間で急速に低下することに対し，目と

手の協調という筋力に関係ない要素は最

後まで低 Fしないという報告を行ってい

る プロフィーノレにおける因子の吟味

についての裏付けを得た報告と考えら

れる.

FQの干11川範囲は，障害度の判定，手J行機能訓練プロ

グラム決定，能動義手の評価，前職業の基礎的資料の提

供，他の評価との相関の吟味など disability を中心に

した独特の領域に対応していると考えられる.

文献
1)今回拓ほか総合リハ 5・407，1977. 
2)今回 拓ほか・東北整災外会誌 11:220， 1968. 
3)今回 拓ほか・手指機能評価基準の考察と実際.宮城県

拓杏園，イ111台， 1968. 
4)花村都・理・{乍 ・療法 7:761， 1973. 
5)福田忠夫.リハ研究 13: 2， 1974. 
6)秋藤一夫・日本作業療法土協会学会誌 9:63， 1975. 
7)畑田和男・総合リハ 7: 5， 1979. 
8)今回拓・医学のあゆみ 116:431， 1981. 
9)阿部順子:第10回日本障害者職業リハビリテーション研

究大会報告書， 61頁， 1983. 
10)西村敦ほか:理 ・作 ・療法 17:271， 1983. 
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片麻簿上肢機能評価の試み

Functional CValUalion of the hemiplegic upper cxtremily 

土井]1，(1夫 多 山 浩 一 Jt出f継 とに本

片麻姉上肢の治療， リハビリテーションに当たって，

その効J誌を判定するためには機能 レベノレが数五lIJ'~に表現

されていることが望ましい. しかも，それが日常の実用

度とも一致するものでなくてはならない.

そのために 12項目の基本的作業テストを，没定し，上

肢全体としての総合的運動機能を数ill 的にR[)~すること

を試みた 実際に， 50名の片的;痔忠 内についてそのテ

ストを適)IJし，尖用度について検討した.

基本的1'1業テストは扇，肘， liijJ腕， fそれぞれの基本

運動が適切に含まれているような 12の引 けからなる

1 ) タオノレてがLの上を~:右にふく

2) 忠側手で定規を保J~\ して， 他側T で線をづ|く .

3) 忠側手でピンを把持して ， 世~側手でふたをあけし

めする.

4)スフーンで庖をすく う.

5)ホーノレの移動を繰り返す.

6) 11でみないで， 袋の中から定められた!r~をとり

I:Uす目

7)辺自!lJとmllJの桁でつまんで，線に治って紙をち

ぎる.

8)鉛市をつまんで移動する.

9)シャツのボタンのはめ外しをする

10)株を空仁l'で垂直に保持する(立体).

11)やかんを左右の子でもちかえる(立位).

12)みかん箱の上下移動をする(立位).

Synergyなどの影響を考えて坐位テストと立位テス ト

からなっている

テストは単位時間内に行われる仕事iEで泌されるが，

正常老人についての試行テストをもとにして表 Iのよう

に採点した.

Key words: hemiplegic upper extremity， fundamental 

mannual act川 ty

* T. Doi (部長)・大阪労災病院整形外科(⑤591堺市長曽線

町 1179-3;Dept. of Orthop. Surg.， Osaka Rosai Hospital， 

Sakai); K. Tada (助教授)，K. Kitano:芥川医科大学整

形外科.

，皆、肢の 日常1*用度を調べるために， 50名のすべての

忠者についてアンケー卜調査を行い，患者および介助者

の阿答に対し， ADLの上肢動作の各項目 lJl)に総合点が

100点になるように点数評価を行った.

50名の4也、者は， :(iH腕;痔 27名， k片麻がi23 1'" 男

子 39名， !;..子 111う，年齢は 22歳か ら74ぷ， 平均 54

歳，椛病10J川は lヵJJから 64ヵ月，平均 18ヵJJである

Brunnstrom の stage J}IJでは stagc3のもの 151'"

stagc 4のもの 11::f" stage 5のもの 13名， stage 6の

もの 11名 であった.

作業テストの総介点別に各項 LIの得点をみれば，区11

のごとく左子のものからおへテスト課題がむずかしくな

り，いわばテストの餓易度を示すもので， 12頂11は全体

に万湿なく分イIJしてお り， これは 12項iIの選択は一応

妥当であったことをポしている.

作業テストの総fhkと Brunnstrom の stagc との|対

係をみると，凶 2のごとく相関係数 0.815で高い相関を

表 1.)，~本的作業テスト各yf 口の採点表

H年間l 各項目 10点 | 合計 120，'.'i. 

1)ヂ1，!:i，，(i往復l帥 I2回 1山 2初0凶以上ω

2幻〕平fわ寸紛総:リ引|き 1凶5秒秒、 1 二本4本~ 2 "点.'i， 51ぷ三以上1叩0，'点，'1. 
__~. I 

3) ピンのふたIml泊 30秒 2回 l点 I 201叫以上10点

400 g以上 10
4)すくったJjJ 30秒 40 g 1 ，'.'i， ，'; 

5)ボール移動 15秒 1回 1点 1 10[1'1以上10点

Hh14点， 2 
飼 6l~" 3伽1

6) とり山 した伽1数 15秒 I8 }.l，t" 4佃10

|点

7η〉 ちぎつた紙 I 3ωO秒 l枚 1点 1 10枚以上10，'

8町)鉛当祭Eの移動 1 1日5秒 I1回 1点 I 1叩O回以上1叩0，'点、l

9)ボタンのはめ外I ')("¥-HI， I 1.4- v.. "L C:: ，1; I ノし I 30秒|はめる 5点 |外す10点

10)棒の霊ι保持 3秒問 1点 3ωO秒秒、以上1ωOλ、

11)アかんの pJわコfたこ 3ωO秒 2回 1"点，'j、 20回以上10点

均年の上げおろしl時 I1回 1点 1 10回以上10:.'
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作 集 テス ト総合 点

図 1 作業テスト総合点と作項目 lJlj 1lll~ との関係

R=O.815 
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作 集 テ スト総 合点

図 2.作業テスト総合点と Brullllstrom の stage

iJ"すが， j司じ stageのものの'1-'でも総介点が広く分布し

ており， 同じ stage のもの同志のあいだでも機能レベ

ノレの比較が数量的になされうる 可能1''1:を示している.

Stagc 4 と stage5のあいだで附段状の断肘があり ，こ

こで機能レベノレが飛躍的によくなることを示している

性lJIj，年齢， 腕;j*側，権病WJfl司， Brullllstrom stage， 

それに対する作業テストの結果を重回出Il分析 してみると

作業テスト総合点と有志;な関係をもつものとしては性

別，麻痔側 Brullllstromstageがあり， 作業テスト総
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作 鎗 テス ト総合点

図 3.i'1<於テスト総合点とアンケート総合点の関係

合Jλ点、，'，i，、

うがイ布7片帰附麻1ド;j緋卑よりす〈ぐ岬れていた.

さて，作業テストの結果が実際の日常使用度の指標に

なるものかどうか，アンケ ー 卜について得た総合点との

関係をみると， 図3のごとく 相関係数 0.85できわめて

高い有志、の相|見|が認められた。 ちなみに Brunnstrom

の stagcとア γ ヶートの総合点との相l関係数は 0.59で，

作業テスト総介点のほうがアンケート総合点とのtfl関が

有立のi'f;で大きいと判断される. 換言すれば Brunn-

stromの stagcより作業テストの結果のほうがかなりよ

く ADL 七の実用性をも表しているとしてよいかと思

われる.係~縛側別に作業テスト総合点とアンケート総合

)，':(との|刻係をみれば，右片麻簿についてのほうが/正片腕;

姉の場合より fll関係数がかなり低く実用性が一致しない

ことが多いのを想像させた.

ーブ)，手の機能を運動，知覚，知的精神機能と，基礎的な

方法で分析的に評仰し 作業テストの結果との関連につ

いて調在したが関係が薄しそれらを総合しても実用的

な手の機能レベノレの評価には不適当なことがわかった

基本的作業テストに関してその構成，ポイントの軽重

などなお検討を要する問題を多く残しているが，今後の

評価方法のーっとして報告した.
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震 性麻癖手の再 建

一一一Opponenstenodesisを中心として一一一

石黒隆 伊藤恵康 内丙液一郎*

fA性麻純手においても，つまみ動作がもっとも基本的

で重要なものであり，良好な母指対立位の獲得が再建の

日的となる. しかし残存筋がすべて正常な末梢神経麻

痔の場合と異なり，産性H半焼手においては，残存筋正1#

の随意性が乏しいため，腿移行体Iによる母指対立再建が

困難である.そこで，われわれは力源を必要としない似

指対立腿!固定術1のを考案し(図 1)， 産性州;j]¥i:手 26例

に行い，所期の口的を達したので報告する.

手 術 手 技

まず基本手技(図 1a) として， 1)挽側手恨屈筋を

約 1/3の太さに半俄し，末柏、に茎を有する長さ 8cm の

半裁族~を作成する， 2)大菱形'，'jの中枢端の近くで焼側

手根屈筋の籾帯性血nmi:侃に部分切IJf.Jを加え， しっかりし

た半戯胞の反転部をつくる，3)第 l中手'，1頚部側に半

誠艇をi'Jii与し岡部にあけた背側の'iJ孔から焼学側の什

孔に半o&Jnを誘導する， 4)麻目I'Tでの緊濃の決定とな

るため，i;U行の掌側外転位を強めに保J与したまま(産性

腕:痔手に対しては)， 半o&鍵同志による縫合を行い固定

する.

母指 MP関節の屈1111安形がある場合には，付 加l手術

として次のいずれかのブj}，去を併せ行っている. 1)第 l

中手骨頭部に，いったん腿回定した半俄腿をさらに背側

に移行し， 長m:mflJl筋腿とのあいだで舵附定する方泣、

(図 1b)， 2) MP関節の軽度開1111位での|対節同定術で

ある. これらの手伎は， MP凶節を伸展位で安定化す

ることを目的とする. 母指 MP屈曲，1P過仲展傾j{'J

を示すもの，あるいは， MP関節の屈曲変形が高度の場

合には， MP 関節の I~l節固定術がより確実である.

Key words: hand， opponens plasty， reconstruction， spa-
stic hand 

* T. Ishiguro: 国立療必所箱根病院整形外科 (~250 小 IJj原市

風祭 412;Dept. of Orthop. Surg.， National Hakone 

Hospital， Odawara); Y. Itoh (講師fJ)，K. Uchinishi (講

師):腹憾表塾大学務形外科.

本術式により第 1中手骨頭部に固定された半裁艇の作

用

1 )第 1 CM  関節の等;側外転位での安定化， 2)母

指の仲良およびJii111l1時における母指の内転に折釘しする

力， として作用する. つまり， 母J削III}.艮時には， 第 1

CM  1長l節の背尺側を走行する長母指令11筋腿と対抗し，

第 1 CM 関節を掌側外転位に安定化するため， 母指の

伸展カが MP，IP関節のや11}]li力として有効に働く . ま

た，つまみ動作においても，母指の内転傾向に括抗する

ため，母mと示折問の良好な対向を可能とする.

症例の内訳と施行手術

本手術法を'ffi髄損傷の 感性不全麻梓 18例， 脳性J.jip!1，I

vν 

t発11111

第 lCM
関節i

手恨脳筋

a.挽側手線屈筋の半JlX艇

を用いた母m対立腿固定

術 (opponenstenodesis) 

B 

上正母指伸筋腿

b.半械腿 (FCR)による

長母指仲筋l健のJn固定.

破線は母指伸展時，実線

は屈曲時における長母折

仲筋腿の走行を示し， A
点，B )，'Xはおのおの，I辻
指伸展 .}ffil山時における

半裁腿と長母指伸筋腿の

縫合部を示す.

図 1.
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図 2.症例 lの体I11ij_ 48蔵， Y]

if:iHLUfi腫務による産性不全麻J!)i 発抗から手術Tまで

のWJ問は 91.ドである 母指は， 第 1CM 1刻節の不

火定性のため，内転傾向をノj，し，第 1f行11¥jの|洞大と

つまみ動的つが不良である

4 fJl]， 脳l[[llQ'障害 2例， 頭部外傷 2WIJの計一 26例に行っ

た.その内，J¥は，男性 15名，女性 5名で年指令は 18歳か

ら70歳に及ぶ

受傷および発症から手術までの期間は 10ヵ月から 28

年に及び，その平均は 6年である.

Follow-up 期聞は 6週から 2年に及び，平均で 15.4ヵ

月である

木術式施行 26例中， 上肢に対する阿佐として， 肩関

Oiiの antcriorrelease operation 5例， 上l腕二Jij(nJ)の延

長術 6仔1]，円四内筋の切離 3fJIJ，そして俊nllJ子似{ljl筋の

科主主体i3)が9例に行われた.

また，付指に対しては EPLの臨tl，q定都I(半俄腿を用

いた)11 {yIJ， MP関節固定体i5例のよl'16例 (62%)が

MP凶節屈IJJI変形の改善のために行われた. I:Jf行内転筋

の切断t術はわずかに 8例 (31%)にすぎない.

結 果

術後， tn 1 CM 関節の ~'t:nllJ外転位における安定性が

仰られ，{~Í前の残存運動機能に応じた機能し吹 j与が得られ

た 代表的自['fylJを紹介する.

症例 1.48歳 男.

図 3.症例 lの術後23ヵ月

第 1CM 闘節が掌側外転位で安定化されたため，

母指のや11展も良好である.また，母指が示指の腕側

而に直角に対向するようになったため，ピンチカの

芹i人ーがみられた

頚髄!匝耳)j(Recklinghausen)による産性不全麻1寄発

注から手術までの期間は 9年である.

判;IIIii，tn 1 CM 関節に不安定性を有し，母指は内転・

外肱傾向を示す ほ指の伸展および第 lf行間の聞大が不

良であった.また，つまみ動作においても同様で，内転・

外綻傾向を示すため，母指の屈曲力は有効に!日いていな

い(図 2). 

焼側 Hl~H!JjJ)の半 Mì艇を用いた母桁対立融t同定 i~iのみ

行った 術後，第 lCM 関節の安定性が得られたため，

第 lf行川の1)日大とつまみ動作が良好となり ，jl-手での把

1.fが可能となった(閃 3) 

考案

産性麻Ni手に対する機能再建術の適応は，一般に少な

いといわれる それは， 上肢全体に産性や拘紛を有する

ため，h jでの方向の決定，肘でのリ ーチ，手での把持機
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能のいずれもが障害されているからである しかし図

4に示すよ うに， r~ に，母mを市|、倒的・で"jl:{)lIl外転位に保

持するだけで， JHの{巾展やつまみ動1'1'にし吹 /r;'のみられる

ものも多い.

従来のプ111、としてほ指対立再建術には，血i移行術，第

1 ・ 2 仁|二1手什 1::1の ~'il定術， 第 lCM関節同定術そして

腿同定術4，:>)などの方法があるが， 匝~移行に利用可能な

ほど随意性のあるj院はなく，関節同定術では似い手とな

るなどの問題を有していた.

しかし本体T式は、I'".j)主血~を用いるため，新たな力 j点を

必要とせず，紫依!交の決定や後療法が谷劾である ま

た，初，Wj性監~革~l部で半俄腿を反転するため，第 1 CM 関

節の可動i1は残存し， ADL 而への支障はみられない

また， !，i例によっては，イ:):j行の改7'干と同時に，他のJ行の

伸展に己主1(のみられるものもあったこれは faccilitation

効栄によるものと考える

まとめ

挽{)!IJ手線J:t!筋の半故臆を用いたほ指対立厳~同定術を旅

性麻fJ1，I手 26例に対し行った

本術式の最大口的は， 残存運動機能のイT効利用にあ

る Bunnell も“¥Vhenone has nothing， a little is a 

lot"と述べているように，失われた機能が少しでも改持

することの辺、義は， われわれ健常人の理解を越えて大

きい.

また，不良!伎{立拘前([による廃用手とな っている症例も

多く ，拘縮の有1!!f，が術後成績を大きく左右するため，受

図 4. ノド手術)(1;(opponens tenod白 Is)の適応のイ11!¥f:

母J行をk!l~flll']:fにより，一時的に掌側外転位に保持
(症例によ っては MP関節{1]lltH立を追加1)すること

で ， 折の {ljll!i~ とつまみ車bf乍に改前ーのみられるものは

本手術法の泊L亡、ありと考える白

傷早期からの拘紛J-~)jおよび術前の灼続除去がとくに大

切である.
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産性麻癖手(脳性〉の治療経験

Treatment of the spastic hand in CP 

県海iiri青白1I

J接井正敏

寛田司

片IWI{{太郎

瀬分厚

~;~ ITI 博

竹本正瑞

I ~-:j田正吾 (11 F健哉ホ

近年脳性麻郷ーをとり巻く治療保協は劣化が}干しく，新

ノUI.JVlから対応できる神経生理学的アア!ローチい〉がそ

のヒ流を占めるにいたった.

われわれの地域においても年々治療の成紛が向上し，

軽症または中等症引の歩行獲得に閲してはおおいに進歩

を認めている.しかしこうした状況にあ っても片麻痔

児の上肢機能においては下肢に比べ， ，花見とがIUにくくな

お残された分野となっている

われわれは最近，広島大学整形外科ならびに広島県立

リハビリテーションセンターで行われた手術的治療につ

き報告するとともに，現在模索'1'である乳児期における

脳性麻坪!，!WL;JI帥，または学賞:に対するJ¥-腕;簿上肢機能

訓練の教室の試みについて報告する.

手術的治療

1 評 価

術liii・術後の機能評価は航林の「手の変形形式と，PI'(illiJ

による 5段階評価3)に従い，さらに前腕のInlwl!能力を 4

段階て:~'Ii ili lî した.

1)円囲内筋の切腹について

円同|付筋の切鍵はもっとも簡巾な手術であり， 3}1長か

ら9成， 平均 5 歳という幼À~:ーな 13t，じ例に施行した . 全

例，アキレス腿の処置のついでに同|人JJ:liilll傾向のある前

腕の中央部で円凹|付筋を切離した 術後は OT訓練と

ともに夜間の矯 IF装J~を長期間行川させ ， ，fil~的に拘縮

の予防をはかっている.

Key words: spastic hand， cerebral p"ls)'， surgical re-

construction， recorder for one hand， ncurophysiological 
approach， Vojta's techniques 

ホ Y.Kurose (医務部長〕 広島県立リ ハビ リテーシ ョンセンタ
一(⑤724-05東広島市西条Isj(U"295; i¥ledical Center of 

Hiroshima Prefectural Rehabilitation Ccnter， Higashi-
hiroshima); S. Kata)'ama (図jり，H. Muneshige， i¥[ 

Fujii， A. Sewake， M. Takemoto， T. Kanda， S. Takada: 

肢体不iI由児胞設若草国; K. Tsuge (教授);広島大学整形

外科

2) Steindler原法および同 Green変法について

Stcindlcr原法2)は尺側手担:UiJj筋を豆状骨付Jt郎より

外し風tを尺{JlIJより背側に回し侠骨末端11Mに同定するも

のである.手指の随立性は良好で手関節，前腕のl筏&凪

11111"11付拘紛のある j，i~例に行った.

子I)!，J節をさらに航極的に'11加させたいときには-1'i'{l!IJに

[1'1した尺側手恨応筋を短検側手板仲筋に移行する Stein-

dlcrの Creen変法2，3) を用いた.

Steindler法または同 Creen 変法は手ー手以1Mの評価

が grade 1 ~ lll， すなわち手指の随立性が良好で手関

節，前腕の):Iiilli同内拘鮒も比較的軽い症例に好んで行わ

れた.手術n，'j年齢は 3歳より 25歳，平均 11.3歳で，大

半が学lilであ った.

過矯iIのため尺屈変形，過背}[l， lul外などの逆変形が

生じた秒IJもみられたが，一方ではすでに阿内拘縮が構築

性とな っており矯正が得られなかった痕例もあるなど，

術前の評fllliならびに術前の成績予測がむずかしいことを

示している しかし，産性麻縛に対する腿移行術であり

ながら慨して成績が安定しているのは麻痔の程度が椛く

比較的知的レベルの高い片麻碑症例に， f~j式がシンブ。ル

な本法を行ったためと考えられる.ちなみにこれらの症

例の平均 lQ は 76.9であった(図 1). 

3)手関節屈筋群起鉛部解離術2)について

Hヰ;I~(発症からの経過期間が長く手*111年平均年令は

19 . 4 成と正~I，、 施行した 20例中 11例は脳炎， nJl部外傷

または脳卒中の後遺症であり，主主性のみならず針i体外路

系の附常を思わせる不随立運動または異常筋緊s涯を認め

るなど，高度府;Ij)~例を多く含んでいた.大半は形態学的

改持による ADL の改九たとえば衣服の~\}ß~IJ与に，也、肢

がじゃまになるといったマイナス要素を少なくとも 0の

レベルにもどすことが目標となる.しかし，中には術後

思わぬトータノレパタ ーンの変化， 随芯;性のl)fJ化を示すこ

ともあり，下関節を背屈させることでJHのや1')艮も可能と
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なり四つ這い位が安定する症例も認められた.

また随意、性の良好な症例に本法を行ったところ，書字

に関しては利き手が交換ができるほどに手一手関節の伸

展が可能になったものもある. 本法は高度な手一手関節

の屈曲拘縮に対しては強い矯正力をもっているが，大半

が grade目以上の高度麻痔例であったため，積極的な機

能回復は望めなかった.また術後も拘縮の再発をきたし

やすく長期間の管理指導を要する(図 2). 

4)母指に対する手術について

補助手としての機能の中で母指の果たす役割は大き

い.母指の内転拘縮， MP関節の動揺性， z変形に対し

てわれわれは腿移行術， MP関節日|定術で対応した 機

能評価は自動的に外転対立位がどのくらいとれるかを 4

段階として行った(図 3). 

以上，手術的治療につき述べたが， 術後は OT訓練

を指示すると同H寺に前腕を回外， 指イけl展位で手関節背

屈， 母指対立位を保つよう夜間装具の装用を励行させ

る.また，場合によ っては短対立，長対立装具を日中に
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図 2.Pronator-Aexor releasing 

も装用 させ長期間にわたり拘縮の予防に努める.

Vojta法による CP早期訓練

産性片附;癖上肢の治療体系の中では手術的治療は形態

の改善，拘紛の予防を主体とするも ので，随意性の増進

まで期待できるものではない. Vojta法4)など，神経生

理学的ア プローチが導入された今日，乳児期に上肢に注

目した適切な訓練が行われることによ って，上肢におけ

る残存麻癖の軽減することが期待される

生後 10ヵ月で急性小児片麻痔を発症 1ヵ月後の初

診時，健側上肢のみを使つてのいざり這いが可能であっ

た ただちに母子入国にてとくに上肢帯に注日するよう

指示のもとに， Vojta訓練を開始した 1歳 1ヵ月でパ

ラシコート反応が出現し始め， 1歳 10ヵ月の現在四つ

這い位は患側がなお graspmg の状態ながら可能とな

り，つかまり立ちも可能となった.

片麻痩上肢の機能訓練教室について

手は第二の脳といわれており，学童を心豊かに育てる
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図 3.Surgical correction of thumb 

重要な時期jに上肢に麻痔があることは見にとって知的に

も情諸的にも大きなマイナスとなる また，片麻痔児の

大半は普通学校に所属しており， 日1前の訓練も忘れがち

となり作教利への参加についても父兄，教師の悩みには

大きなものがある そこで機能訓練をはじめとして，教

育的側IfIiにおける問題の解決などを 11的とした片麻粋児

の上肢機能訓練教室を 1982年 4月に発足させた.過日 ，

発足一同年を記念し片麻痔児の音楽参加lに欠かせない片

手笛 (1979年， 都立補装具研究所開発)の処方会を15fJ

Hliしt.:..

片手1:131:1:.小学校 3年生より始まる必須楽総であるリコ

ーダー(たて笛〉を片手 4本または， 5本の指で全音域

を出せるようにしたものでヤマハまたは全音で製作され

ているが，これを処方するためには上肢機能を評価する

医療スタッフ，知的而など教育面からの日}J言をする担任

、

図 4. Iュは左 5指用アルトリコー〆ー，下は右 5111

川ソ プラノリコーダーである

教師，父兄，さらには楽器の製造，改造をする技術員の

力を結集する必要がある(図 4). 

まと め

以上，われわれが行っている産性麻痔手の治療につき

述べたが，手術は変形の矯正，予防には有効な手段であ

り，乳児期より導入される神経生理学的アプローチと合

わせ関連シナッ プスの二次的変性，萎絡を予防するとい

う基本的な考え方のもとに行う .さらに術後の機能訓練

も重要であり )¥-11単純児の上肢機能訓練教室についても紹

介した.

文献
1) Grecn， W.T. et al.: J. Bone Joint Surg. 44-A 

1343， 1962. 
2)洋下飽哉 ー手の外科の実際，南江堂，東京， 678頁，

1974 

3)横林宣博。整形外科 27:549， 1976. 

4) V. Vojta :乳児の運動障害，医歯薬出版，東京， 109頁，

1978. 

5)伊藤鉄夫脳性麻簿研究(日)，協同医書出版.東京，

219頁，1979. 
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ー一一片麻痩を中心として

Reconstructive surgcry for the spastic hands of hemiplegics 

山口 智 林開明 堀内静夫 芳賀裕キ

脳卒中片H単純度性子の治療は保存治療が先行するが， 手術の原則

現在のところ上肢に関しては放置されている症例がかな 脳卒中片麻純度性手に対する手術の原則はなるべく筒

りみられる.その結果， jA性に加えて関節の拘紛，筋の 単な方法を選択することである.筋解隊，腿延長，切)路

短縮などにより変形が増悪している.われわれは主とし 術が主で腿移行は 1例のみである.

てこのような隙旧性となった放恒例に対して観1fll治療を 各術式ごとに刀法，成絞に考察を加えながら説明するー

施行してきた.発病初期より治療を開始している症例で 1.屈筋回内筋解離術

は手術対象となるものは少ない Page2)，Inglis3)， Swanson4)， Braun') らの報告がみら

1973年より約 lO年間に行ってきた産性wpJ!;[上肢の手 れるが，術式の詳細は Swanson の脳性麻痔についての

術例は 71例である(表 1) 脳卒中片麻緋の性別は男 28 ものを参考にした. 脳性麻薄では 5例中 3例に swan

例，女 7例である 手術時年齢は 15歳から 77放で平均 neck変形が生じたが脳卒中の場合にはみられなかった.

51. 7歳である 発病は 13歳から 75成で平均 47.5歳で しかし随君、性のない 3例は術後 3ヵ月ですでに手指肌IUI

ある.発病から手術までの期間は6ヵ月から 21年と幅 変形が中等度に再発し， 1例は術後8ヵ月で死亡した

があるが，21年の症例の最終発作 から手術までの期間

は 1年であり ，平均 4.2年である.術後経過年数は 3ヵ

月から 8i:pで平均 3.7年であるが， 2例は術後 8ヵ月で

死亡していたー

手術I低例を術式別に分類すると表 2のようである.

手 術適応

機能的な手に対する手術 ここに機能的な手とは随意

性があり，指のJiH1111 1111展可能なものであるが，jA性や筋

の短縮のためmのや11肢が制限されているものである

Brunnstrom 1)の折の回復段階で 4以上である 手術は手

関節手折の1111泌を日原としている

機能的でない手.これに属するものはIiiu立性がなく手

関節手指屈曲変形を呈しているものと，随立性はあるが

手指の屈曲のみ可能のものも含めている Brunnstrom 

stage 3 以下のもので廃用手またはこれに近いものであ

る 手術の口標は衛生上，看護上，さらに除焔効果など

である.

Key words: hemiplegic spastic hand， rcconstruction 

ホ S.Yamaguchi(部長)， T. Hayashi(副部長)， S. Horiuchi 

(医長)， H. Haga:神奈川県総合リ ハビリテーショ γセンタ

-!整形外科(oW243-01厚木市七沢 516-1;Dept. of Orthop. 
Surg.， Kanagawa Rehabilitation Center， Atsugi). 

表 1.

rz i頭部外傷i
男 I28例 4例 |

女 7例 1 0例

合 計 1 35例 1 4例

C P l四!皮麻癖合計

7例 I21例 60例

1 Olj ， 3例 11例

8似Ij 24例 71例

表 2. Upper extremity surgery in hemiplegics 

脳卒小頭部
CP 合 JI

発作外傷

た:;eprO削 ormus山 1 5例 I1例 5例IjI 11例

立自己Cl己:sty-ofMus|16例 I I 1例 1げ

fractional lengthening 
of Aexor tendon lO1J 

thumb-in-palm deformity， 28例

1{日l

5例|瑚
intrinsic release (swan 
neck dcformily elc.) 

日

目、j

Green手術

合計 157例 |5例
1
15例

1
77例
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図 1.Fractional lengthening of ncxor lcndon (以'aters，R.L目，1978)

a. 皮 切 b.術後 3年

図 2
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が1{71!ある.

3. Fractional lengthening of 

sexor tendon 

1978年 Waters町が発点している機

能的な手を対象とした方法であるが，随

意性のわるい症例に応用してみた.術後

3ヵ月と経過が短いが，産性が強いと再

発しやすいような印象を受けた(図 1) 

4. 廃用肢の肘関節屈曲拘縮に対する

WatersB)手術

IH外側よりの侵入で腕侠骨筋，上腕二

liJt筋匝~，上腕筋を解離する方法であるが，

l仔IJに施行.他動的イIjl展ー100。から

200

までとなったが術後8ヵ月で死亡し

た 頚髄腫蕩後の四肢麻鮮で右月、j関節の

強度屈Il1l拘縮に応用したが -80
0
までし

か{ljl展可能とならなかったが術後 2年で

はIIJ発していない

5 母指屈曲内転変形 いわゆる thu-

mb-in-palm変形

長母指屈筋腿のみの延長をしたもの

16例のうち 4例は強度に再発したが，い

ずれも随立性がほとんとγμ、かJiIIIIIIのみ

の可能のものであり， 3仔IJにTJ}手術した.

Matev9)が脳性麻痔に対して行った方

法，すなわち長母指屈筋腿の筋腿移行部

での延長と母指内転筋，短母指屈筋，短

頭部外傷の 1例は随意、性のないI，I'例て白Jj解離が不十分て‘ 母指外転筋の約 2/3を起始部で解隊する方法を 3例に試

手技の|問題もあったと思うが， 術後約 10年の現在，母 みたが良好であった 脳卒中の場合は母J旨内転筋の停止

指以外の 4指は屈曲変形が術fiijとほぼ同様に再発して 部での解離と長母折屈筋の延長でも Matev法と差がな

いる. いようである.

Zancolliめは脳性麻癖に対してこの手術をすると swan 試みに thumb-in-palm 変形で随芯、性のないもの 3例

neck 袋、形を生じたりするので，起始部のやや末柏、で屈 に母指 MP閃節学側よりの侵入で母指内転筋の停止部

筋国内筋の横切による aponeuroticrelease と鍵移行に での解離と長財指応筋腿の延長とを施行したが，術後 3

よるカ訟を述べている 屈筋のみの随立性のある片麻痔 年では河発していない.長母指屈筋肢nを同部で延長する

に aponeuroticrelease のみを行ってみたが，解脱によ とj吊聞との総才?により白動運動が阻害されることがある

る筋の末相への移動は神経，血管の問題もあり不十分で ので，随立性のよいものでは適応ではないが，一皮切で

あった 2筋の解雌延長が可能なので簡便である.

2. Superficialis to profundus tendon transfer 6. Swan neck変形

~~ ~腕;糾1の 1 例に Littler 法にて d凶al intrinsic release 

Braun7
) らの報告を参考にして現{Lまでに 16例施行 を施行したが，再発 したので 6ヵ月後 Boyes法にで

したが， 14 f7Jjは廃用手またはあまり機能的でない症例 proximal intrinsic releaseを追加した. しかし， 5年後

である.鍵を延長しすぎて swanneck変形が生じたも には PIP関節可動域 0。から 500

と不良であった.しか

の 2f7Jj，延長が不十分で屈曲変形が!強度に再発したもの し，術前は指の分離動作が不良であったが術後はかなり
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改善された. 脳性麻癖の症例で Swansonの sublimis 文献

tenodesis法で PIP関節の過伸展を矯IEしたもの 2例の

うち HfUは術後 3ヵ月で再発した.

おわりに

1938年 Burman10
) は産性麻痔手の手術は1![¥悦されて

いると述べているが 45年経った今日でも生きている

言葉である.しかし重度障害者にと ってはわずかな改

善でも大きな芯、義があるのでその治療には保存的のみでー

なく手術を含めて最F与を尽すべきである.

最後に Bunnellの言葉を引用する.

When one has nothing， a little is a lot. (Sterling 

Bunnell) 

1) Brunnstrom， S.: i¥lovement Therapy in HcmipJcgia， 
1 st Ed.， Harpcr & Row， New Yor'k， p. 52， 1970 

2) Page， C.M.: J. 30nc Joint Surg. 5: 233， 1923 
3) Inglis， A.E.: Jnstructional Course LCCLurcs， !vlosby， 

SI. Louis， Yol. 26， p. 127， 1977. 
4) Swanson， A.B.: Surg. Clin. North Am. 48: 1129， 

1968. 

5) Braun， R.M. et al.: J. Bone Joint Surg. 52-A 

907， 1970 

6) Zancolli， E.: StructuraJ and Dynamic Bases of 

Hand Surgery， 2 nd Ed.， J.ippincott， Philadelphia， 
p. 270， 1979. 

7) Braun， R.M. et al.: J. Bone Joint Surg. 56-A 

466， 1974 

8) Waters， R し Clin.Orlhop. 131: 30， 1978. 
9) Malev， 1日 ActaOrthop. Scand. 41: 439， 1970. 
10) Burman， M.S.: J. Bone Joint Surg. 20: 133， 1938. 
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巨指症と神 経 肥 大

高杉 仁

く岡山大学教形外科講師>

巨tfim'l土 FI1i¥の診療でお 11にかかることはきわめて少 これまで Mikhail(1964)， Allende (1967)， Ranawat 

ない疾忠である この 15年でわずか 9例経験している (1968)，本郊ではf1!:下教授 (1974)らにより報告されて

にすぎない.全例女性で指が 3例，世が 6仔IJであるこの いる. とくに Allendeの症例はわれわれの症例ときわ

うち析や1I径の肥大をみたものは，確めえた 7例ぺ'6例で めてよく似ている. いずれも手線管症候群を呈してい

あった.巨指症の原因はいまだ不明であるが， McCarroll る.組織所見は Callison(1968)のいう自brofattyproli-

(1950)は46例の neurofibromatosisの検討で， :;{，示 ・ fcrationで，神経束1!.i聞の 日brosisと脂肪組織の刑殖で

中指の肥大したjlL伊IJに手術を行い，手学:の末相'i-i'mから]J巴 ある.これは正中tljl終だけにみられるものかと思ってい

大した各指にかけて指神経が肥大蛇行しており，かっそ たら，先H中国 ・四国子の外科症例検討会で，香川大学

の肥大した部分は指の軟部組織の憎殖した;'1[1分とまさに の多川先生から尺什神経の肥大した報告もあるとこe教示

一致していたと述べ，この防庁「肥大は末-11仲!J経純男と[白 いただいた.その Slcrn(1982)によると，なるほど広1-

接かかわるものかないしはその紡来ではないかとしてい 小指が日指を長し1;c!:liし， JH 部管にて)~'iî 神経が絞似さ

る 神経の切除と腫痛の切除を 311'1行い，tl'iftlF常の大 れている.しかし X線所見でみると，判通の巨J副長と

きさと機能を獲得したと述べている 作下教授も経験さ wなり， IP関節での epiphysealmctaphyseal enlarge-

れた 22171J rl' 1 17IJを除くすべての例に， tl1神経の肥大と mcntで， 骨そのものの長さや太さはかわらない 彼は

蛇行を確認しておられ， しかも McCarroll同様神経の stalic typeとしているが，やや説得力に欠ける.指神経

肥大はJI1の肥大部位と一致し，健常側では神経もTF常で の状態については I ;~放がない.われわれの症例は指神経

あり ，QJ出Eと指神経の肥大とのあいだには術接な凶係 にも肥大がみられている.しかし liij腕末梢の肥大はみ

があることは否定できないと述べておられる また泊|の られたものの上肢の過成長などはみていない 単なるや11

神経の肥大は指の神経のそれほど抗明でないとも述べて 経の腫痛様肥大によるものだけである E指の部分とや11

おられる 肥大した神経の細小化，分枝の切除と脂肪組 経の肥大とは一致していない.筒11i.に巨指に伴う神経肥

織の切除をJ行の両側に 2p'lに分けて行うが，しばしば両 大とは片づけられない

側で成長の差があるためか忠指が一方に湾JJlJすることが ーブj，r::IJI'iを伴わない正中神経のj犯人も報告されてお

多いが，成長の大きい側の指神経の肥大蛇行がより強い り，このほうが桜台数では多い ]IIJ腕末梢から手'ぶまで

ようである しかし先の McCarrollはー側のド)伎の 肥大し組織所見は巨指症を伴う場介と同じである.

肥大などを示した他の 15例では， 神経の])巴人ーを認めて このような病変は病理学の成-，'干には記載されておら

いない.となると話はまたむずかしくな ってくる。巨指 ず，一つの entItyなのかよくわからない. 巨指に伴う

症と神経肥大の関係，巨指症と neuro白bromalosisの関 その郊のみの神経肥大を呈するもの，巨指とともにlII)'腕

係などまだ不明である目 まで神経肥大の及ぶものを同一に論ずることでし、し、ので

29歳の主世話の 1例は，示 ・rl" :5;11行のμt同どがあり あろうか われわれの例のように， 10年以上で腫完封の増

(3歳時中指はすでに切断されている〕付指のしびれと Aしていないことから，陸揚とはいえず奇形腫というべ

脱力を訴えて来院した 手根付j，Ei民群として手術を行っ きであろうが，たまたま巨指と合併したもので日折とは

た 術商l子学ーより前腕末梢 1/3に及ぶ腫l長(これは幼時 間係ないものであろうかすべて奇形腫のひとことで片

より存在した〉は直径 3cmばかりに肥大した正中神経 づけてし、し、ものであろうか.なぜ正中神経に多いのか

で，これが乎似管で絞犯され発!，'，，したものであった 10 古川lJJ]I~大と巨Jl'itli'.の関係，神経肥大のない巨指症，巨折

年後の木年 7月に再診したが， liiiJ純子学の腫大は変化な 起のない神経肥大's川U-J題は単一な要内ではどうも説明

く神経ti状もみられなかった. しきれないようである.

Qj出i~を伴う手掌から古íj]腕に及ぶ正中神経の!肥大は，
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舟状骨骨折診断における navicularfat 

stripeの意義について

The navicular fat stripe; a valuable roentgen 

feature for evaluating navicular fracture 

藤浬幸 三 加藤公 太田健 二 小)11邦和

渡辺 圭介 杉 111修一 山 1-1修 一 中 川 重 範

松本寿夫 荻原義郎 鶴川世代志ホ

jfj-状竹'I'j'折は，それほどまれなものではないが，外傷

初JWの'ij折診断はきわめて困難な例もある.初期の誤・診

またはよ;IJ存としが偽関節の高頻度にみ られる一因でもあ

る 1975 年 Terry らは舟状骨}，'~聞の fal padに注n
しこれを navicularfat stripe (以後 NFSと略す)と

名づけ，この形態異常より，舟状'円・骨折の初期診断に役

立てようと試みた 今回われわれも)¥]状'，']什折について

同様の追試を行い，病態論にも言及してみた.

Navicular fat stripeの解剖

Navicular fat pad は， 手関節挽~!I)においては挽側手

根側高1)籾升?と，長イJj行外転筋腿，短母桁1111筋血tに，尺側

においては，大変形什，第 1中手骨，j}j状'I'Jに凶まれた

小さい脂肪の集まりである.適度の照射条件，方向によ

り radiolucentslripe として，尺側凸の線状あるいは

三角形陰影が x線フィノレム上に認められる. さらに

mammography の手技を使えばその内側に短付折， 長

nJ削I11筋腿間に第二のより細い fatstripeを認めること

もある

対象および方法

舟状什什折群として，当教室および関連病院の月l状'，'J

骨折 46迎、者 48手について検討した.このうち受傷後 2

週間以内のものを新鮮例として 33f71)， それ以上経過し

Key words: navicular bone， fracture， displaced fat pad， 
diagnosis 

* K. Fujisawa (講師)，K. Kato， K. Ota， K. Ogawa， K. 
Watanabe， S. Sugiyama， S. Yamaguchi， S. Nakagawa， 

T. Matsumoto， Y. Ogihara (助教授)， T目 Tsuruta(教授): 

三重大学整形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， School of 

Medicine， Mie University， Tsu). 

たものを陳旧例として 15例があった Lorenzは， NFS 

の形態を変化なし，部分消失，完全消失，不鮮明拡大，

位置偏位の 5グノレープに分類しており ，今回われわれも

これに準じて分類検討した. 新鮮例 33例全例に NFS

のなんらかの異7tを認め，正常と思われるものは 1例も

認めなかったー なお不鮮明拡大 14例中 5例は，受傷当

日あるいは翌日版協を行った例て、あり， 2 ~ 3 H後の再

度のX線織影で消失していた.陳旧例，偽 |見)b~において

も， 10例は正常であるが， 5例は消失あるいは， 不鮮

明であった.また廿折群と対比するため正常~nj として

19歳から 26歳までの男氏学生 116手関節を船影し， こ

のうち 16関節は x線!照射方向がわるく除外し， 100 

手関節について検討した 100 f7IJ ，*， 94%は正常であり ，

6例はま ったく NFSを示さなかった 正常形態のJr:.-Ii

差はなかった

考察

舟状'n"1守折は，臨床症状が乏しく不確実であり，竹片

の明瞭なズレもまれにしか起らず，とくに初期診断に弘:

渋することが多い.必然、的にX線検査が'円折評価の重大

な位置を占めることとなる.少な くとも手関節 4方向似

影は行うべきである この方法においても診断が確定せ

ず，受傷後 2 ~ 3 週後の再X線検査で骨吸収像，ズレを

確認して，はじめて診断が確定することが多々ある.こ

のため多くの臨休家はより確実な診断法を求めて努力し

ている.jorgenscn (1979)， Ganel らは，手以m↑j鋭、大X

線撮影および boncscanning を利用 し，また最近では

Bedford (1982)らは ultrasoundによる骨折の診断が

有効であったと述べている.しかし 上記方法は，特殊
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~ 
症例

不鮮明拡大 | 削 附 計NF竺三どl 正 常

l 似(9似4%広)

部分消失 完全消失

6例
( 6%) 

15例 14例
(45%) (43%) 

4例 1例
(27%) ( 7%) 

正常集団

新鮮 | 。
舟状骨骨折 J 

8例
|陳旧 | (53%) 

A:恥1.ext. pollicis longus 

B : ~. ~~~・ pol lic is brevis 
. M. abd. pollicis longus 

C : M. ext. carpi radialis longus 

図 1. Navicular fat slripc 

判定不能 l 

100例

3例
( 9%) 

33iJiJ 。

o 2例 15例
(13%) 

r吋開も

Normal NFS 

装置， スタッフなどを必要とし必ずしも実用的では 者の成総を対比すると，正常集団における正常 NFSの

ない 1961年 Mussbichlelは， 15歳以下の:}I!状骨骨折 発現率は，T目 ryの97%， Cetli 93%， Lorenz 96%， 

100例を検討し関節内浸出液によって起る特徴的な軟 藤沢 94% とほぼ一致している.新鮮舟状骨骨折群の病

部組織の所見を弁i状骨骨折の初期診断の手段として利用 的 NFS の発現率も Terry の87%， Cetti 97%， 

した.その後 Haverling，Lorenz， Celtiらは，より膨大 Hav目 ling，Lorenz， 藤沢の 100% と，新鮮労l状骨骨折

な症例からその診断的有主主性を強調している.病的 NFS と，病的 NFS 発現率の相関性が証明されている. ー

の病態に関しては確定的な根拠はないが，ほとんどの報 プj，I凍旧例において他の報告者は， NFSは再現し，異

告者が関節血脈，浸出液および周辺部の炎症性腫脹と考 7~'1~態を示さないとしているが， われわれは，15例中

えている. IJj笑，外傷直後では NFSの異常所見はない 5例に偽関節状態でも病的 NFS像を認めている.これ

が，数時間後消退あるいは偏位ーなどの異常 NFSを示し らの症例は強い痛みをもち，非常に unstableな骨折で，

た後，数日目に正常 NFSiこ再現してくることは，報告 手術時にかなりの量の関節液を確認している この事実

者の一致するところである は病的 NFS発現の病態論に対する支持とともに，一方

今回のわれわれの NFSの診断的評価と，以前の報告 では必ずしも新鮮骨折の確実なる診断法ではないことを
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a.不鮮明 b. 完全消失

図 2.60政， 9).受傷翌日来院H与のX線像

図 3.25歳，男.左側受傷当日のX線像

FS徒側に弓状拡大偏位

示している.なお病的 NFSは，必ずしも苅状骨骨折に

村異的な所見でなく，続'[I'茎状突起'I'J・折，大菱形'fH'J.J:Ji

など続側手IMI節周辺の'，'1-折でも出現する しかしこれ

ら'，'1"析の場合は， X線的に谷主JFに確認することが普JUJ"f 

能である その他炎j，j性/1jffi，打撲血脈，さらにはカン

グリオンなど '1攻部腫焔でも NFS は!J~~:常形態を IJ ";すこと

があり鑑別を要する したがって，外似病lJiをもった忠

者で，単純X線縦影にて}，'，j1l1'i'Jに所凡がなく ，病的i¥'FS

を認めたときはほとんど機伝的に1iJ状'iJ竹折を考えても

大きな~~~りとならないと考える.

まとめ

iF'，y;W問 100関節， )iJ状'，';"，'1折 48例の NFSについ

て検"、Iした 病的 NFSの発現は， :iiJ状'，'1"，'1折と相関性

があり，とくに新F序列l状'ilfJ'.jfrの初期j診断における有力

な祈iJl)正i会l析法として使えるのではないかと考えている.

新鮮手IYI i'Ji'j ìií~外傷忠者に刈して，子関節 '1 力向 H，l影，お

よび NFSの所比を総合して， 'J).'(重に診断を行えば，無

意味な外1201定の必要性も少なくなり，見務としによる偽

関節発坐などの complicalion も減少させられるのでは

ないかとj切符している.
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手舟状骨骨折の治療成績

Follow up sludy in 53 scaphoid fractures 

平 野英 二 今村宏太郎 同 l崎 威 千葉 剛 次

尚 義*常 |刈式久 千 綿 国彦 行

手jrj-状骨骨折は acute fraclurc， delayed union， 

nonunionの三つの type に分類され acute fracture 

であれば，適切なギプス固定あるいは'n接合，骨移植に

より 90%以上に骨癒合が得られ， その予後は良好であ

る

location 

qEdlstal 
middle 

proximal 

displacement 

stable 

*unstable 

表 1.jJi~ 

conscrva lIvc 
trcatmcnt 

4 

14 。

16 

2 

タリ

numbcr of cases 

operatlve 
treat町lent I 

2 

26 

7 

19 

16 

されている. しかし後者は特殊な例であり nonunion

として長期に経過しでも，いったん骨癒合が得られれば

その予後は長期にわたって良好である そして，骨癒合

を得るためには早期診断， 骨折部の整復，安定性 の獲

得，仁II~霊什片への十分な血行などの条件があげられる .

total 

6 (12%) 

40 (74%) 

7 (14%) 

35 (66%) 

18 (34%) 

われわれは治療法， 骨折部位および

Cooney らのし、う骨折部の安定性と予後

につき検討したので報告する.

症 例

(0仔 set>1mm 1 

1966年より 1982年 8月までに当科な

らびに関連病院にて治療した舟状'I]'骨・折

は 67例であり ，今1"1調査しえた 53例を

対象とした年齢は 12成より 63歳，平

均 28成， 男女比は 12: 1と圧倒的 に男

性に多く諸家の報告と大差なかった 受

似機転は手関節背屈を強制 されたもの

80%. 不明 20% であ った.これらを治

療法別に骨折部位および.Cooney など

の基準による骨折部の安定性について分

類すると，骨折部位は末梢 1/312%.中

央 1/374%.中枢 1/314%. また安定

型の分類では stable66%. unstable 34 

%であった (表 1). 

* unstable jor scapholunate angulation on lateral view >450

ト

lor capitolunate angulation 011 Iateral view > 150 J 
(Cooncy， W.P. et al. 1980より〉

Nonuniol1に対しても acute fracture と同様に骨癒

合を得る方法で治療されるが，症例によ っては骨片の摘

tu.あるいは implantによる抗換，さ らに Bentzon法

や proximalraw carpectomy も有用な方法として報告

Key words: schapoid fracture， bone grafting， carpal 

instability 

* E. Hirano， K. Imamura:長崎大学強形外科 (Dept. of 
Orthop. Surg.， School of Medicine， Univcl引 tyof Naga-

saki， Nagasaki); T. Okazaki (部長). G. Chiba，大村市

民病院整形外科;T. Tsuneoka (郎長):島原flitJ止病院整形外

科;K. Chiwata:千綿病院 T.Suga (部長):健康保険諌

早総合病院整形外科.

受傷より治療までの期間は保存例では

当日より 2ヵ月以内の acutefractureであり ， 手術例

は当日より 23年，平均 l年 10ヵ月で 7割が 6ヵ月以上

を経過した nOnUl110nであった.追跡調査期間は 8ヵ月

から 16年，平均 4年 6ヵ月である 予後判定は Mulder

の判定基準を modify したもので疹痛. ADL 障害など

の subjective function， ROM.鐘力などの objective

function および X線所見につき grading し判定した

(表 2). 

結果

保存的治療をした 18例は全例に'n'癒合が何られたが，

骨癒合までの期間は末梢 1/3で 6.5週， 中央 1/3で8目 5



:.，圃圃........u.ι. ~占

手舟状'白骨折の治療成績 1457 

表 2.Mulderの判定基準 (1968)を modifyしたもの

gadlng |- JqIZ;h- バ mlvfh;で;geon) I_ _ 叫竺αlrで二一
I none or only slight pain， does I full or only moderately reduced I bony lInion. little or no osteo~ 

good heavy work and/or spo山 withI ~~~~~~: ~?~~ii町 lit山 or no I a附 itis， 刷 increased批 r
lMor  no compMInt |mus山 weakness (lIP 10 7切 oper…

fair 

poor 

moderate pain wilh strenous 
work: otherwisc only slight 
palO 

can do only lighl、work
| … e ω……s詑附 …e引eve問ε

• normal) 

much reduced passive mobility I bony union. moderately increase 
slight muscle weakness (75~50 I osteoarthritic changes 
% normal) 

I r口ml孔1川 re吋dllcεd pas叩s引IV叩cm叫ob以凶凶i汁出li町 |いい110union. c 吋 tion lInch 叫 ed 
consiclerable muscel weakness I or wor3e than before operation 
(less lhan half normal) 

表 3.保存的に治療した新鮮 18仰iの骨癒合までのJ9J間 (a)と迫跡調査時の成績 (b). 全例に骨・癒合が得

られ!反絞良好である

a. Union of the scaphoicl aftcr casling 

location 

clistal 

micldlc 

stable 

lIn山 ble I 

nllmber of cases 

4 

14 

16 

2 

Ilimes to union after c訓 ng(w叫)I 

6.5 

8.5 

8 

8 

% lInion 

100 

100 

100 

100 

b. SlIbjective and objective fllnction and racliological reslllt in 18 conservative cases 

sllbjective funclion objective fu問 tlon radiological resul t 

grading 
stable lInstable stable lInstable stable lInstable 

good 16 1 16 1 16 2 

fair 。 。 1 。 。
poor 。 。 。 。 。 。
lOlal 16 2 16 2 16 2 

))!ijと，かなりの差を認めた また stablclypeでは 8i1!.Q. raw carpcctomy の各 1{YIJであった. 骨移植をした 31

lInstable typeでは 9週と lInstablelypeで長かった 例の竹結、合までの JVJr:rJは末梢 1/39週， 中央 1/3で 11

追跡調査では lInstablelypeで長期間のギプス同定を要 週.1-JI;llil/3で 14週であり，癒合率はそれぞれ 100%.

した 1仔Ijに軽度の疹焔，運動制限を認めたがX線上?6[化 96%. 67% で骨折部が中継になるほど固定期間が長く ，

を認めたものはなかった(表 3). nonun~n となる率が高くなっていた. これを安定性で

手術例では術前のX線にて，隙旧例では delayeclunio日 比較すると stable type 9.5週. unstablc type 13.5週

および nonunlon を 16 例に ， パ 'k~'I 'J" )十の nec rQS l $ を 4 と4週間の差があり ，nonUI11Qnとなったのはすべて uns-

例 に osteoarthrilis 変化を 5例に認め，新鮮例では table lypeであった.他の術式による 3例を含め，その

transnaviculo-perilunar dislocalion を4例に. clorsal 予後が'11'折部位， 骨折部の安定性および術式のあいだで

intercalated segmental instabilily を2例に認めた術 どのような関係にあるかをみる と骨折部位が中枢になる

式は volarinlay grafl 31例で，うち 3例は styloidec- ほど，また unstabletypeほど予後不良であった 術式

tomyを加えたものである 他の 3例は中収'I'J")-:-j尚ti¥後 においても少数例ではあるは骨移植以外の術式で治療し

長芋腿を挿入したもの Bentzon 法および proximal た 3例は長期に経過するうちにX線上変化をきたしな
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表 4.骨移植例の骨癒合に要した期間および癒合率 (a)と追跡調査時の成績を骨折部位および骨折部の安

定性との関係で示した (b)

a. Union of the scaphoid after bone grafting 

科外斉三整巻 34・号 12(臨時増刊〉1458 

% unio日

100 

96 

67 

100 

77 

times to union after operation 
(week) 

nwu

'
i
a斗

1

1

 
9.5 

13.5 

number of cases 

22/23 

4/6 

18/18 

10/13 

location 

d凶 al1/3 

middle 1/3 

proximal 1/3 

stable 

unstable 

b. Correlation among location， displacement and grading in 34 operative cases 

• bone grafting 

o others subjective function 

stable 

fair 

• 

| ・・・ | 

dis凶 1/3 ・・ 1 

l"... ••••• •• 
pr…al 1/3 I・
middle 1/3 

I I 

1 ・ |

objective function 

d目taal1/3 

• 

stable 

fair 

•• 

• 
middle 1/3 

• 
radiological result 

~ 

poor 

unstable 

fair 

stable 

fair poor 

••••• •• 

Ji 
distal 1/3 ・・ i 

l ・・・・・ | ・|..... 
•• 

|・

.。..。
|・ |

middle 1/3 

proximal 1/3 
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んらかの愁訴をもっていた(表 4) 

考察

McLaughin (1969)， Verdan (1968)， Fisk (1970) 

らによって，背'折部の転移とそれに伴う lunateangula-

tionの重要性が指摘された.近年 DobynsとLinscheid

(1975)は舟状骨骨折の displacedtypeに dorsalinteト

calaled segmenlal instability (以下 DISI と略す〉が生

じることを報告したーWeber(1980)は新鮮例の保存療

法について， 'I'j折部での転移が 1mm以上の dispJaced

fractureでは中相川J)十に付着する Iigamentの rupture

があり ，血行がとだえるため nonunlonとなりやすいと

して，早期骨移植をすすめている さらに Cooney(l980)

らは隙旧例をも合めて， 'Fl'折部のt伝移が lmm以上，

あるいは DISI 型 carpalinslabilily を呈するものを

unstable typeとして nonUlllon になりやすいと報告し

ている われわれの結果からも従来の'，t折部位による分

類同様に骨折部の安定性はその予後に大きく関与してい

た.つまり中枢 1/3で，unslable lypeであれば 50%，の

率で nonUlllonとなっていた.その対策として，Cooney 

らは転移整復後の内固定を推奨しており ，われわれも自IJ

外匝l定による転移整復を試みている. また，都I式でトは

骨片摘出など骨癒合を目的としない方法では Mazel ら

(1963)も指摘するごと く，経過とともに骨片の転移，

アライメントの乱れ，OA変化が生じ，予後は一定しな

いようである 一方，長期間偽関節で放置された例でも

骨移舶により骨癒合が得られ，長期間経過しでも良好な

機能を保っており，保存的にしろ，手術的にしろ，まず

骨癒合を得るべく努力することが重要であると考える.

まとめ

1) Cooney らによる廿折部の安定性の分類は骨折部

位の分類と同様に予後をたオ7する因子として重要であ

る

2) Slable typeであれば，新鮮例は保存的に， 陳旧

例は骨移布((により高率に'rl'総合が得られる

3)骨総合により骨折部の安定性が得られたものは長

期間経過しても良好な機能を保っていた.

文献
1) Cooney， ¥ヘl.P.et al.: J. Hand. SUl'g. 5: 343， 1980 

2) Bnentzon， P.G.K.: ACla Orlhop. Scand. 16: 30， 
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3)小島哲夫ほか整形外科 32:1460， 1981 
4)恥1ulder，J.D.: J. Bone Joint Surg. 50-B: 110， 1968. 
5) Fisk， G.F.: Ann. R. Coll. SUl'g. Engl. 46: 63，1970. 
6) Dobyns， J.H. et al.: Fl'actul'es， Vol. 1， Lippincoll 
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7)、ヘlebcrE.R.: Clin. Orthop. 149: 83， 1980 

8) Mazet， R. JI'.: Ann. Surg. 152: 296， 1960. 

9) Russe， 0.: J. Bone Joint Surg. 42-A: 759， 1960 
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フックプレート CEnder)による:JiJ状骨偽関節の治療経験

Treatment of p戸se口udoarパthro白SI臼sof the scapμho印idwi江凶thEnde目r、hook-plate 

巾 土牢 VJ
久{t!:間智允

斎藤 J'i 

保 坂正人

手の;lII状骨骨折は骨癒介が起りにくい'，'J折であり， し

かもすでに偽関節とな ってから来院することが多く ，治

療に苦慮する ことがある 舟状'，'1偽関節の手術法とし

て，これまで Russe法けが広く行われてきた Russe 

の報告では， 22 (711の偽以lili'iのうち 20例 (90%)に'行癒

介が得られたが， 術後の17;1定期間には 14遡から 7ヵ月

間を要している 1981年， 筆者はウィーンの Lorenz-

Bohler病院にて Enderより，彼の考案したフック プレ

ートをJ1J1，、た舟状骨偽関節手術を教示してもらう機会を

得た 1982年の第 55回目整会総会でも， Enderは木法

について報告したわ.われわれは，手術方法が簡単なこ

と，強17;1な内固定が得られること ，術後の日l定期!日lが比

較的短くてすむこ とな どに注目し，最近経験した 5fJlJの

舟状'局偽関節に本法を用いたので縦告する.

手術方法

舟状什結節をふれ，そこから近位に向かつて焼M子tb!

屈筋挺上を縦に約 3cm の掌側)J(h~・切闘を行う . I 'ÎJ血~を

尺側によけてその深部に迷し，手凶Ili'iを縦に聞く.手関

節を背屈すると ，偽関節部が|多聞して，付折郎の|司定が

容易となる 舟状'I~ の展開は故小|恨の範凶にとどめ，舟

状骨への血行をできるだけ防苫しないよう，周凶の軟部

組織は愛護的に扱う .

舟状'I~J 'の近 f立と i志位とにそれぞれ Haman 鈎(図 1 a 

の 5)を挿入し，両'丹・片の整復とその保持に用L、る 両

'，';'片の悩i院をエアードリノレて、新鮮化し，さらに近位骨片

の髄般へは 1 ~ 2 ヵ所直径 2 mm 程度の Kirschner 銅

線で，穿孔を加える. !防Il より採取した海綿骨片を )Î~状

Key words: pseudoarthrosis， scaphoid， 1ミnder'shook-

plate 

ホ Y. Nakatsuchi， S. Sailo:信州大学整形外科 (Dept. of 

Orthop. Surg.， Shinshu UniversilY， School of Medicine， 

Matsumoto); M. Kobayashi (医長)， T. Maeda : J昭和伊南

総合病院整形外科 T. Kutsuma (医長)，M. Hosaka:甲

府市立病院整形外科 Y.Sugimolo (医長)， R. Yagi (医

長):厚生連新町病院整形外科

小林 誠

杉本良洋

前田敏明

八 木 了ホ

骨の空洲よりやや大き 11に形成し，ぴったりはし、るよう

正し くトリミングする. 移植海新1骨片の辺縁に Liston

骨勇刀で小さい切れ口を多数入れて，打ち込んださいに

それが空洞の壁によく密おするようにする.また，両骨

片の髄院内に 卜分移Wi'l'Jが満されるようにする.

フックプレート(図 1aの 1)のフック部分はどれも

13mm とな っているが，プレート部分の長さによって，

1 6~22 mmまで 2mm間隔に 4種類ある.各サイスの

プレートに対応してリーマーガイド(図 1aの 2)があ

り，これを'f'j折部に当ててみて，もっとも適合するサイ

スのプレートを選択す る このリ ーマーガイドを用い

て，近位'自片に直径 2mmの Kirschne1鋼線で，フッ

クを打ち込むための穴をあらかじめあける.フ;;"は;IÎ~

状干j'の焼件関節聞に打ち込まれることになる(閃 1b). 

この穴をかなり近位側にあけた場合には，フックの先端

が月状'1'1にまで達 しないように，フックを短く切る必要

がある 打ち込み器(図 1aの 3)の先に切ってある溝

でプレー トを把持して， プレートを打ち込む さらに，

最終的位置まで打ち込み総の先端を使って打ち込む

次いで，プレート部分の楕円形の穴の述位寄りを通し

て，雌ねじを切らないで， 1本の小)3(1'1什用ねじをやや

尺側に向けて入れる フレート部分とフック部分のなす

角度は約 80'となっているため(図 1aの 1)， ねじの

車IJ入によ って，この角度が広け.られ両廿片間に持続的圧

迫力が働くようになっている.

術後，手|具lfi刊をギブス|判定するが， 母J行は MP関節

の述IlI:まで，他折は MP関節の近位までの固定とする.

定Jm的にX線コントローノレを行い，骨癒合が得られたな

らばギア スを除去し，子関節の運動療法を始める 適当

なH、'jJDJにプレー トとねじは局麻下で抜去する.

症例および結果

これまで 5例 5手の舟状'百偽関節に木法を行った

(表 1) 受傷から手術までの期聞 は 2ヵ月から 20年

であ った 舟状骨の骨折部位は 5例とも 中央で 1/3，術

-IiijのX線像では 5(7IJ中 4例に，'ft;折部の，'，':j[Qの'Ii・吸収像
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a.フックプレート (Ender)と手術道具. フッ

クプレート(1)とリーマーガイト (2)は 4

種類のサイズがある 3は打ち込み器で 4は

小ねじ， 5は Homan鈎である

b . 打ち込み~でフッ

クプレートを把持

し，舟状骨・に打ち込

む部位を示している.

図 1.

表 1.フック プレート (Ender)を用いた舟状骨偽関節手術例

|手術時受傷 a z |術後の|受傷から 1，，，， ，，<<. ~ I 
No. 症例 性 骨折匂位 l術前のX線像 手術まで | 1骨癒合

術後観察
期間

手関節可動域年齢 側 1 'Vl~ JJIJ V./ ~iliJJ( 11)< -;:~~~ ¥._ I医I定期間
| の期間

1 I西 O 英 oI !J] I 16 右 |中央 1/3 cystic 7カ月 8週 I + 8ヵ月

7ヵ月

7ヵ月

4ヵ月

2 1 草O京09)1男 I18 左中央 1/3 sclerotic 8ヵ月 1 8週 + 
3 :中 OWO， 男 13 1 右 |中央 1/31 cystic 4ヵ月 10週 十

4 1太 O総 0 1女 130 1右 1中央 1/3I ー 1 2ヵ月 1 9週 1 + 

5 放 O秀 oi男 |44 i右 i中 央 内:222Lni20年 8巡 I + 2.5ヵ月 * 

または'再-硬化像が認められた.手術では， 全例に 16mm

のフ ックプレー トおよび 13mmの小皮質骨用ねじを用

L、た

術後のギプス回定期間は， 8~10 週間であ った. 術後

のX線像で竹癒合を認めた時点でギプスを除去したの

で，骨癒1'1の時期もこれに一致する. 5{:列l全伊ijに什癒合

が得られた 抜釘した 4例の初回手術か らの術後平均観

察期間は 6.5ヵ月で， 手関節百I動域は他仰!の約 60% で

あった. 4例とも術前の疹痛は消失し，順調な握力の回

復がみられている.閃 2と3は代表的症例のX線像の経

過である

考案

Ender3) は強固な固定が得られる理由として，このフ

y " プレートは Zuggurlungとして働き，両'1'])十の自!WfJ

に作用するたわみカを中和すると述べている.彼の羽tii7

によれば， 22例の偽関節に本法を行った結果，全例に

骨総合が得られ，術後のギプス固定期聞は 6~1 3 週間で

*現在可動域訓練開始

あったと述べている.

本法の適応について Enderは， 偽関節例と転移の高

度な一部の新鮮例としている.われわれの 5例はし、ずれ

も中央 1/3での偽関節で，そのうち症例tJ4を除く 4例は

受傷から来院までのWJ間も長く，典型的な偽関節のX線

像を呈 していた.症例 4は受傷からの経過が 2ヵ月と短

く，骨折部の硬化{象やま雇腫状の像はみられなかったが，

両骨片問の離聞が尚度で，忠、者が早期の職場復出aを望ん

だため手術を行った 骨折部位の適応としては，もっと

も多い中央 1/3以外に，遠位 1/3での骨折も， フックプ

レートの挿入を中叙と末梢とを逆転して行えば本法で可

能であろ う . 近位 1/3 での'持-折は本来も っとも'，~i・癒合の

得にくい部位であるが， 1本のフックでは近位'1'l'J¥ーを1;1)]

定することは困難で，われわれには経験がないが，Ender 

が新しくこの型の'丹折に考案した 2本のフ ックで日|定す

る方法であれば可能かもしれない.

われわれの 5f71Jのギプス同定Jm聞は 8~10 週と従来の
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a.術 前 b. 術 中

C. 術後 8週 d.術後 6ヵ月

図 2 症例 1.16歳，男.高校生 サッカーで転倒

し，手以1.1li'i背屈位を矯正されて受傷した.その

後放置し， 受傷後 7ヵ月で;K巴しして (a)，本

法による手術 を行った (b) 術後 8Jl!ij間のギ

プス固定で， 骨癒合が得られたため(c)， 手
関節運動を開始した.術後 6ヵ月で，応j床下に

抜釘した

方法に比べて短い傾向にあった.また，J，EWIJ数は 5f71Jと

少ないが，そのうち 4例は高度の偽関節例で，全例に骨

総合が得られた.今後症例数をWIやし，Russc法など他

の方法との比較を行ι、たいと考えている.

ま とめ

5 {J11の)i1状骨中央 1/3での偽l対節例にあjし，竹移ht'lと

a. 術 b.術 中i
 

'l
 

、11
 

C. 術後 8週 d.術後 7ヵ月

図 3 症(9112，男 18歳，大学生術liijのX線像

(a)は受傷より 8ヵ月経過したもので，左舟

状骨は1"百度の偽関節の変化を止していた 海綿

~r'J '移Ht' l と Enderのフック プレートによる内固

定を1iった (b). 術後 8週間のギプス固定を

行い， 竹癒合が得られた (c) この|時点で関

節運動を開始し，術後 7ヵ月で，局麻下にフッ

クプレートを抜去した (d)

フックプレート (Ender) を用いての内|川定を行った

その結果， 術後 8~10 週と短いギプス肺|定期間で，全例

にm窓、fIが1!Jられた.

文献
1) Russe， 0.: J. Bone Joint Surg. 42-A: 759， 1960 

2) Endcr， H.:日整会誌 56・1431，1982 
3) Endcr， H.: Unfallheilkunde 80: 509， 1977. 
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Treatment results of the carpal scaphoid fractures; a review of 50 cases 

肥留川道雄

宇K美文章

池谷正 之

古谷正|卓

白井康 正

三社IJ啓志*

私たちは過去 20年間， 手の苅状骨rl~J 折に対し， 保存 displaced 1706である.

療法を主力とした治療を行ってきた. 今同最近 10年間 1.治療および結果

1463 

に扱った 48例 50手の治療内容を検討したので，その紡 不顕性例 6例のうち，再受傷例で症状の強い例にの

来を報告する. み， 2 ~3 週間の l;til定を行い ， 放置した.顕性例は 7 170 

症例の内訳 に RlIsse 法による 'ÍÎ 移植術を施行， すべてにrl~J 癒合を

性別は男性 45 例，女性 3 例で，年齢は 16~49 歳で平 得たが，手関節可動域は健Mの70% であった.新明な

均 29.6t.蕊，左右別では右 33仔1]，左 13例である.両手 外傷性)!I状骨峻死を認める 717IJのうち， 2例に resection

2171]，走行旧別で、は;新鮮例 17例， .!Jji急性および遷延治癒例 arthroplasty を， 5171]に近位骨片切除， 自家腿充損術

13例，偽関節例 20例，全例単独j文F骨 折 で あ る ( 凶 1)を施行した 全例安定した手関節機能を待た.

新鮮例について 中でも 8年前より好んて・本症に選択，適応している近位

骨折部は遠位部 9伊1]，腰部 7(YI]，近位部 1[7IJで，すベ 骨片切除，白家腿充娯術は手術侵襲が少なく，外傷性手

て Weberのいわゆる lIndisplaccd例である. 凶節炎の併発もなく， X線像上，手根"'Jのアライメント

1，治療 も比較的よく保たれ，可動域は健側の 60% であるが，

前腕 '1 '縮から， 手|対節を軽度1~続四位に件指を仲展 ・ 鑑力の低下も少なく，安定した手関節機能を獲得するこ

外転位に し母指 MP関節を含めてギプス日l定を行う .

母指以外の MP1晃IIl['iは同定しないで，fJ'l駆的に l'I!fVj運

動を励行させる.

2 結果

全例に'l'l'総合が得られた.竹癒介WJI1J1はihli立部(結ili'i

部〉が平均 2ヵ月 ，他の部は平均 2.6ヵJJを要した. 千

|民j節機能は他側と同等である.

偽関節例について

顕性偽関節 14例， ~!眠症状または， ADL I→ほとんど川

組とならない1"，'伎の京状の不顕i'I:偽関節 6仰lである '，'1 

折年齢は 1年 11ヵ月から 4年 6ヵ月で平均 2年 6ヵ凡

である 明確な受傷既往のあるもの 18仔0，ないもの 2

例であった 偽関節発見のき っかけは持続する手関節抗i

および関節炎様のj，i~状によるもの 14 例 ， ï'}受傷による

もの 419"1]，他の外似により偶然発}止されたもの 2171]であ

るー'，'1'折部は腰部 16(91]，近位部 4仰，J，lIndisplaccd仔014，

Key words: scaphoid bone，凸acturc，carpal bone 

* M. Hirukawa， !¥[. Ikctani (助教授)， Y. Shirai (教授)，
F. Usami， M. Furuya， H. !¥1iura:日本医科大学整形外科

(Dept. of Orthop. Surg.， Nippon Medical School， Tokyo). 図 1
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a. 症例 2

b.症例 4

c. j定例U5 

d.症例 6

図 2.

とができた. e.症例 7

重急性例および遷延治癒例について
図 3

この時期のJil状骨骨折は. n発痛，夜IUliI請を訴え. IYoI 

節炎綴症状を註する.初僚からとり倣った定例はなく， 施行した

捻、挫，打撲として治療を受けていた例がほとんどであ 症例 2.17 i?x.男(図 3a) 

る.全例明確な受傷既往を有しスポーツ，交通外傷に サッカーで向子を受傷骨折年齢右 12ヵn.左 11ヵ

よるものが多~，受傷から来院までの期間，いわゆる骨 月..fi手 3.5ヵ月ギプス同定. !r:手 2ヵ月包，:g:[占l定を行

折年齢は 6ヵ月以内が 70% を占めている. 骨折部は!限 い'，'1.癒合を得た.

部がほとんどで. 12例が undisplaced 例である.木症 症例 4.16歳，男(図 3b). 

のX線{象は骨折線の吸収鉱大像. "1足Hifi様像，空l抱像など '11にはねられ受傷 '討折年齢 6ヵ月. )腹部に漢腫様{象

の複維な{象を呈する. を認める 5ヵ月間ギプス同定を行い，何癒合を得た.

治療および結果 症例 5.23成，男(図 3c ). 

転位の高度な displaced仔uを除き，新鮮例と|司綴の方 オートパイで転倒受fDjする。骨折年齢 7.1ヵ月 ，転位

法でギプス固定を行い. 12例中 11例に骨総合が得られ を認める 3.5ヵ月間ギプス固定を行い，骨癒合をmた，

た ギプス固定 3ヵ月で偽|剥節となった症例は忠者の協 症例 6.21歳，男(jy<13d) 

力が得られずj;';1定期間が短かったためと忠われる |占|定 オートハイで衝突受傷する. lHrr~1三齢 5 ヵ月，粍11rの

JDI間は骨折年齢 3ヵ月以内の例で平均 2.8ヵ月 4ヵ月 t伝位をt認める 3.5ヵ月間ギプス日l定を行い，'I'J総合を

以 |二て‘平均 4ヵ月を要した.千関節機能は，同定期間の f.lJた.

長短にかかわらず，健側と同等の機能を獲得している. 症例 7.19歳，男(凶 3e). 

displaced 例の症例(図 2)は近位骨片が背側に若切に ボクシングで受傷。骨折年齢 3ヵ刀. 3.5ヵ刀問ギプ

同旋転位していたため，近位竹片切除. i'I家腿充填緋Iを ス凶定を行い，骨癒合を得た
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まとめ

48例 EO1三の舟状'1'1"'1'1折の治療内作を検討した 新鮮

骨折は全例ギプス同定により骨癒合を獲得することがで

きた. í7~/長/flíl例は顕性 14 例のうち 7 例に Russe 11;によ

る 'l~ 移航体Iを施行，全仔1/'1')'総合が得 られた下関節 1I [!fJ)J )或

は仕凶llJの 70% にとどまるものがほとんどであ っt-:..近

位骨片の!上出峻死が持ゆ!な 7仔IJのうち， 5 t日lに近位竹Jf

切除， Il家血t充l浜術を施行した 本法は ll~，îfx製が少な

く，手根'，'1のアライメントもよく保たれ，可j助成の減少

がみられるものの，安定した手関節機能を獲得すること

ができた

I/Ji:~!、性例および~延治癒例は全例明確な受傷i先住を有

し，受傷H寺全炉1/みすごされた例であった" }.0所に持続す

るf的庁j，関節炎様のj，i:'状がみられ， X線像で'J'J"1斤部長のl汲

収鉱大像，裂脈様像，空)胸像を認める.治療は高度の転

fす.をみた displaced 111]の 1{yl)を除いた 12例にギプスJ;l;j

ii.::を行い， 11伊1)に什総合を得た この時期の本症は保

存療法によく反応するので，受傷既往が明確な/*旧竹折

の中から， X紛{所}↓を詳細に検11、lして，本症を診断し，

保存療法を適応とすべきである

文献

1)池1'i-正之.日整会誌 41: 200， 1967. 
2)伊藤忠厚ほか:幣形外科 19・1065，1968 

3)伊Jlif.L'，厚ほか いj上 20:1468， 1969 
4)池谷正之ほか :日終会誌 43: 90， 1969 

5)伊藤忠厚ほか:愁形外科 22・945，1971 

6)池谷正之 日本医大誌 38:9， 1971. 

7)伊藤忠厚:整形外科 24:1073， 1973， 
8) Ru日 e，0.: ]， Bonc .Joint Surg， 42-A: 759， 1960， 
9) Webcr， E，R.: Clin， Orthop， 149・83，1980 

手舟状骨骨折手術例の検~ff

Analsis of carpal navicular fracture trated by operative procedure 

亀山|専生 r;切清文 小 島析夫権

手舟状'1'1什折の治療原Jll)は，受傷後平均lの格復litどで

あり異論のないところであるが，整復位のf;t!:持が附 ~~tで

偽関節とな ったものや，事Yl診叫すでに依l長Junとな って放

問されていたものに対して手術的治療がどれほと'有効な

のだろうか この点に闘しては過去内外を川わず多くの

報竹がなされているが，骨1愈介や術後成品'〔にt!~手I~を及ぼ

す肉ヲが数多くあり，舟状骨の解剖学的位ji'，'や血行の特

異性から手術ブULも純々で治療を行うさいIl<I惑させら

れる

今1"1われわれは 1958年から現干1:までの 25年川に手術

を施行した舟状竹村折 38例に対し，術後経過を正確に

追跡できた症例のみを:11111也し分析した.

対象症例

対象症例は計 38例でVP4例，女 4例であり，年齢分

Key words: carpal navicula， fracture， operativc trcat-

ment 

キ H，Kamcyama， K， Iwakiri (部長):県立山崎病院整形外科

(⑤880宮崎市北高松110'5-30; Division of Orthop， Surg" 

Miyazaki Prefectural Hospital， Miyazaki); T， Kojima: 

九州大学整形外科

布は 20歳代が 13例でも っとも多く ， 次いで 10成代，

30放代の 8仔1]とな っており ， 各年齢層に分布している.

受傷l京附は I伝務， 転倒lの 15111)をトップにス ポーツ 13

例，交通 '1;:故4例，その他 6例であ った

結 果

結果の検討は骨癒合の利度と臨床成縦に対し，それに

影響を及ぼす種々の肉了ごとに行った そのさい'，1折の

安定性を stable type， 手似骨脱臼を伴わぬ unstable

type，脱円を{宇う unstabletypeの三つに分類し比較検

討した.:1<Uこ示すごとく，安定性という立場からみる

と stableの 13例は手術.fmの如何にかかわらずすべて

癒合し非癒介例はすべて ul1stable の例に属すること

になり，骨折安定性が'行癒介に強く影響を及ぼしている

ことがわかる 次に手術方法との関係であるが，進入法

は Volar，Dorsalともに成総に差はなく ，もっとも広

く行われているのは inlaygraft で成績は良好である.

非癒合例の 5例'-1'3例は，他の子恨骨骨折の介iJt-例や近

位部廿片の小さすぎた近位部'口ー折であり，手 l~j法の如何

にかかわらず骨・癒合の得られにくかった症例であるた
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表 1. 手術法，骨折安定性，竹癒合の関係

ー一~ーーー 安定性 unstable 

stable 言十

手術方y}.、 脱臼(ー〉 脱臼(+)

inlay only 7例 6(1 )例 l例 14( 1 )例

volar 
inlay+ Kirschner銅線 。 2(1 )例 2例 4(1 )例

peg 。 。 1(1 )例 1( 1 )例

screw only 。 。 1例 1例

inlay only 2例 2例 l例 5例

inlay+ Kirschner例鏑 2例 3(1 )例 。 5(1 )例
dorsal I 

peg 2例 2(1 )例 。 4(1 )伊l

screw only 。 。 1例 1例

13例 15( 4例〉 7(1 )例 35( 5)例

( )内は非癒合例

痛 み

表 2.小島らの評価法取による 30例の臨床成績

可 動 域 鐙 )J低下

8以上 優

7以 上 | 良

上以

4

3

2

R
d
 

中
仁痛

し
と

な
る

障

す

tx
m
に

レ

品
川
前

な

や

生

ま

き

が

痛

と

る

む

ど

た

あ

痛

λ

し

が

く

と

則

み

ど

可

ほ

無

痛

ひ

伽

作

品

準

可

健側とほぼ同じ

3/4以下

1/2以下

結
山
木

q
d
n
4

1
&
 

15例 3

13例 2

2例 I 1 

30例 |合 言十

め，全体として骨癒合は良好だったと考えている. した

がって手術法はさまざまであるが術者の好みなどで使い

分けてもよいと思われる. ただし unstableの例では安

定性獲得のうえから peg graれ よりも inlaygraftの

ほうが確実ではないかと い う印象 をも ったし また，

inlay gra白が卜分舟状'内内に固定されない場合，無理に

Kirschner鍬線なと'で一時的に固定するのでなく確実に

日tする ように造形された移仙骨をはめ込むほうが効果

的と思われた その他の諸|ぺ子については，まず術前期

IHH主短いものでも非癒介例があり，数年経過しているも

のでも癒合しているので村別な因果関係はないと考えら

れる しかし 10年以 j放置された偽関節の 2{lIH土ど

ちらも骨癒合が得られておらず，あまりに術前期間の長

いものではriiJ癒合しにくいのかもしれない.次に，骨折

8以上 | 仮

7以上 | 良

8以上

7以上

5以上

3 

2 

1 

5以上

3 

2 

1 

可

なし

軽度

著明 (1/2以下〕

17例

12例

l例

30例

16例

11例

3例

30例

部位との関係では，頻度は中央部にも っとも多いが什総

合に関しては部位との因果関係はあまりない.

固定期間では通常は 3ヵ月前後，場合によっては 6ヵ

月 くらい必要なこともあり ，X線検査にて骨癒合を確認

してからギプスを除去しているので，'，ll.窓合に最低必要

な期間と考えてよく過去の報告どおり 3ヵ月前後で1愈令

する例が多い.

以 t述べたように'，'H窓合に闘 しては，骨 折の安定性が

もっとも成績を左れする因子として印象的であった 次

に臨休的検討を表 2のごとく小仏らの評価基準 (1)を用

いて行った.痛み，可動域，握力の全項円とも ，ほぼ満足

すべき結果を得た.これら 3lJlnは単独でなく 相互に深

くかかわりあっているものであり，一括して合計点数を

もって評価を試み総点 8点以上を優， 7点以 tを良，5点
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品i 前

術後

術後 4ヵ月

術後 13年 ・F欄帳千代2・・・・・ 術後 11年

a. tE例， 53歳，男 b.症例，25歳，男.

図 1 長期観察例

以上を可とした.この計lll1j基準を用いて 表 3.骨癒合の有無，術後経過期間と |お床評価の関係

骨総合との関係および術後経過年数との

関係、を示したのが表 3である 成績は非

常に良好で~I 癒合例の 2 例が俊となって

いるが，この 2{:タ'IJは表に示すごとく術後

5年および 10"'1の長期例であり長いあ

いだ不良であ ったものが長期l経過のうち

に I~I 然に優へ好転していった例である

骨総合

骨総合

非骨総合

経過年数

似(>8) I良(>7) 可(? 5) 

I 20例 3仰l 27例

(2 )例 | 。 ( 1 ) ( 3)例

|叩)例| 3例 5( 1 )例 30( 3)例

1~r後早期に優の成績が得られれば理想的

だが実際には 1年以上はかかる例が多く

表 3に示すごとく I年をすぎた例はすべ

て優となっている.このことから術後 1

年は待ってみる必要があるが，それ以上

経過しでも症状が改善しなければ治療に

不適切な面がないかを検討する必要があ

ると思われる.図 1に長期観察例を方、す

術後 6ヵ月以内 3例 11典l 2(1 )例l 6(1 )例

1年以内

2年以内

3年以内

5年以内

10年以内

10年以上

が，53歳，男性の例は受傷後 l年 3ヵ月で volarinlay 

graftを施行した slablelypeで術後 4ヵ月で骨癒合して

いるが，術後 13年経過後も OA変化やネグローゼの発

生は認められない 25歳， 男性の例は月状骨脱臼を伴

う unstable l ypeで，受(J]j後 3ヵ月で volarpeg graft 

を行ったが術後 11年経過後も骨癒合していない. この

3似j 2例 3例 8例

2例 。 。 2例

I 5例 。 5例。 3(1 )例

1例l 。 。 1例

5(1 )例 。 。 5(1 )例

( )内は非癒合例

H主以で成績は優であるが術後 4年間は痛みがとれなかっ

た例である.

まとめ

1 )手舟状骨骨折の手術例 38例に対し骨癒合と臨床

成績に影響を及ぼす諸因子に関して検討を加えた.

2)骨折の安定性がもっとも影響を及ぼす因子であ
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り，slable lypeの例はすべて良好な'l'l'!念介を得た.

3 )手術方法と成績のあいだにとくにIxlA性はなく ，

一般的な inlaygraft で良好な成績がれ}られた

4 )郁iTiIj期間の長短および竹折部{止はとくに成紙に凶

係しなかった.

5 )術後同定期聞は諸家の報告どおり 3ヵ月から 6ヵ

月が適切と考えられた.

6 )臨床成績は骨癒ftを得てからさらに期間を経て好

転するが，ほとんど術後 I年以内に良好な成航をNた

文献
1)小島哲夫ほか ・整形外科 32: 1460， 1981. 
2) Dobyns， J.H. et al.: J. Bone Joint Surg. 49-A: 

1044， 1967. 
3) 1Vlulder， J.D.: ibid. 50-B: 110， 1968 
4)伊藤忠、厚ほか ・整形外科 22: 945， 1971 

5)室田長久 骨折 2:99， 1980 
6) Cooney， 111 も'¥'.P.:J. Hand Surg. 5・343，1980 

7)沖下健古R:手の外科の実際， 第 5版， 南江堂，東京，

1974. 



1469 

|λ二三竺Jョケー全員|

手の外科における延長固定器の考案

A new distraction-自xationapparatus in hand surgery 

生 出 義和

杉山 孝

村上恒 二

松山道雄

越 智 光 夫

津下位哉*

外似により短縮，あるいは欠損したほ指をilHl!する方

法としては， 1) phalangization (指問形成)，2) cocked 

hat (先端延長)， 3) pollicization (母指化)， 4) on-

もこれらのすべてを杭例ごとに検討し適応を決めて治

療してきた しかしいかなる症例にどの術式を選ぶか

を明確に断言することはきわめて困難である なぜなら

ば，爪が欠損している場合の理想的な母

指の長さ，知覚再建の方法，整~的見地

から考えた場合のすぐれた母指Nillに使

用する付，皮):11などの組織採取部位の障

7号に対する詳細liなど，多くの問題を含ん

でし、るからである すなわち phalangi-

zation， cocked hatは，ある程度母指と

しての突起が残存している症例にしか行

えず， しかも長さ，整容Lfljでも 卜分とは

いえず， tube pedicle bone gra[tは，長

さ，組織段取部位では問題ないが，牧容

|めにはグロテスクで成府の[，I;Iit:性もわる

a.術 前 b.術後

く，その うえ知覚II}佳子体Jを迫加する必

要がある.一方，母指と同H与に鼠傷を受

けて，機能障害があったり ，あるいは先

端が一部欠損している指がある場合に

は，この指を利用した on-topplasty， 

あるし、は pollicizationがしばしば行わ

れる.この場合には，損傷した指をなく

することにも芯、義があり，手全体の機能

図 1 症例 3. 23歳，男 左母指基節骨基部での切断受傷後3ヵ

月日に延長術施行 手術日に 9mm，以後 27日間で 16mm延

長し，合，ll-25 mmの延長を行った.矢印は延長部分を示す
の点から考えると好都合で，よい結果を

得ることが多い さらに移行する指の知覚が障害されてtop plasty (部分指列移行)， 5) tube pedicle bone 

gra[t (浩母指〕などの方法がよく知られており，筆者ら

Key words: external nxation， distraction apparatus， 
bone lengthning， thumb reconstruction 

* Y. Ikuta (講師)， T. Murakami， M. Ochi， T. Sugita， 

M. Matsuda， K. Tsuge (教授):広島大学整形外科(Dept.

of Orthop. Surg.， Hiroshima University， School of Medi-

cine， Hiroshima) 

L、なければ，かなり有用な手として使用されうる

さて，近年の mlcrosurgeryの進歩により toe-to・

thumbあるいは sensoryAap trans[er，すなわち dorsal

pedis Aapや wrap around Aap を用いた母指の再建

は，知覚を有し，かつ整作的にも満足で、きる再建法とし

て脚光を浴びているが，組織の採取部位に問題を残さな

いわけではない
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Matev (1970)1，2)は， !:f~ 1 中子 'I~j の中央を横切し，延

長器を用いて徐々にH的とする長さにまで延長する方訟

を発表し，筒使で， 卜分な指長を得ることができると述

べ，追試者も多い3) 筆者らも現千fまでに 3秒11の第 191

手'，'1延長術を行った

症例

症例 1.27歳，女

図 2.m骨延長固定器の試作!日 1(11管止[(11固定

針|子を改良したもの

old 

図 3.指骨固定器あるいは圧迫固定器としても使田

できる

表 1.陳旧性切断母指再建術症例U(1974~ 1982) 

cocked hat or top-lengthning ...............11例I

on-top plasty.......... ・・・・・・・・・・・・・… 2伊l

pollicization ......................一一・ ・・・ー ー・・・・ 7仰l

tu be pedicle bone graft........................ 7例l

NV island pedicle transfer ……...・ H ・..… 8例

local flap transfer..... ……  .....…・・ … -… 2例

mid-lengthning...... . ・・・・・・・・・・ ・・ー・・・ . • 3例

hemi-pulp flap graft ............... ・・・・・・・・・・ 2例

toe graft ...... ......... .......ー・・・・・ ..・・・・・ OOiI 

total...................................................42例

new 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・開- 110 surgery or 
nail graft? 

no surgcl'y -ーーー

cocked hat ---

tube pedicle 
bone graft 
+NV island f1ap 

pollicization --

lengthning 

sensory flap graft 
pollicization 
toe graft 
tube pedicle bone graft 
+ sensory flap graft 

図 4. 切断部位と再建方法. 左~[IIは過去当科にて行われた方法右側は

現在あるいは将来行われるべき術式
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3棋のとき左i:Jj行に!ifJ(jIJを受けたため，包'iliを巻き，

その tを輪ゴムでしめていた。 21111に基節の中杯以迫

力:峡死となり，近阪にて断}i;;.j形成都1を受けた ，患者はみ

111の炎13できるNJi1を希望したため，おii1 '1'子骨延長iA;j

を，(iった.子術当 1I，8mmの延長を行い，その後 2;週

間でがJ13 m m， {I，¥I-21 mm延長加による延長を行い，

!助，']から骨移j[iを行 った I:Hl1lfid!Jtの.&指装JI可能と

なる

症例 2.22成，タJ

4ヵ月前，)正t:}j行を抗盤にて出iI断 延長1+告を丹I¥， 、て，

手術11に 7mm延長，その後 17Rで 11mm， 介社 18

mm延長。l協竹からの'l'J移紅iOfJTJ.

症例 3.23成， iiJ

3ヵ月前に， )，: 1:]:j行に $I~線が{!;きっき，11.;節i'j- 'I'似に

て奴Jtfr. この出iWI]にがlしても，iijj，iWI]と l'iJ様の子1Mを行

い，イt，ij 25 mmの延1<を'(Jった(凶 1) 

以上 31rE例の子体iをわうさい，最初はJaquet社のれIJ外

川定il誌を使用していたが， よりM'if史な延長以を試「ドして

2 WIJに使用した この延長以は凶 2に示すごとく，知名

らがデザインして似)IJしていた血竹|山liEfH-[を改造した

もので，mイF繁)IJされている Kirschner銅線と併一周する

ものであるーまだ，多少改良の余地を残してはいるが，

簡便な以械であるので和介した また，この延長官時は，

いわゆる例外同定以として(凶 3)， あるいは圧迫装置

としてもf史JFJできる

表 lは，過去8年!日lに:日:1で行 ったINi旧t'l:f:J指欠損に

対する治療を示している.いままで cokcedhatの適応

と考えられた広例の多くは'1'手骨の延長にかえられる可

能性が強く，また scnsoryflapの利用が今後ますますWI

加してくるものと考える

際14は切断1;il位と選択されるべき術式を絞式的に表し

たものであり，皮l荷の状態，級品互の形状，知覚，残存す

る筋肉と運動能力， ，也者はHをもっとも担んでいるかな

どを考慮しつつ手術法を決定しなければならない また

特殊な場合として小児があげられるが，できる|製り J日数

およひ伐存組織のI/;，t;{了に勿ブJすべきであろ う

文献
1)ル[alev，1.13.: J. Bonc Joint Surg. 52-A: 957， 1970. 
2) Malcv， 1.13.: J. Hand Surg. 5: 482， 1980. 

3)悶111 洋ほか・整形外科 33: 1692， 1982 

W rap around fl.ap法による母指再建術の検討

Investigation of reconstruction Of the thumb by using wrap around f1ap method 

JJjy比政 'tl

鈴木 )1医大

渡辺政川

|明 日1 rlj'j 

1ω98ω0年 Morr吋巾，'Ison凶"刊1り) らにより発五災4されすく品れた{付:手t付J指行削肝Iド円1呼E 

k砧旭l!体術I として許評'!i仙仙側~出山Jli されつつある W肌 r悶今a叩pa町ro加un吋dflap (以下

WAF と目略告す〉 払法eの問i題逓低"点E

により ， 1)移れu'，'l先 端の骨吸収， 2)爪t-Kと移植'I'J問

の接着不良による爪の不安定性， 3)爪の変形などが指

摘されている このたびこれらの川泌を改設すべく考案

Key words: wrap around flap， thumb reconstruclIon 

* M. Katsumi (副院長)， M. Watanabc， 1. Kameda:新潟

rl'9と病院整形外科(<!!p950新潟市花園 1-7-18;Dept. of Or-

thop. Surg.， Niigala Chuo Hospital， Niigata); T. Yoshizu 
G昨師)， Y. Suzuki， J. Sumida:新潟大学整形外科;K. Ko 

(部長)，M. Shibala:会津中央病院整形外科

亀 川 有1)i!1¥ 

胡 fu~[ ~;-~ 

，'，: flt 1":・ i~j

柴 rll 実*

したわれわれの手術手伎の紹介と ，本法による付Ji'i再建

例の術後JJX:ti'(について検，Hを加えた.

われわれの考案した手術手技

1.母E止末節骨遠位骨片付皮弁移植法

原法ではおIJ閉鎖にさいし切除破棄してしまっている母

li'11末節'1].辿位端 1cm の部{立を足底部より什切りし， 'lt 

Ji-を爪休ならびに皮弁と街ri状態のまま採取する • nm 
IP関節以ill限;断例では'円Jiーを直t剖:]:J旨切断端に，基節切

断例ではほ桁延長のため移~I( した!J弘'白骨nに Kirschner

銅線同定した(図 1). 

2.母祉爪幅矯正法

付祉の爪何が母指に比べて大きい場合，原法では単に
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図 1 われわれの手術子政

縦以jしているが， 爪:ir;の変形を生ずると考えられるた

め，われわれは ingrowntoe nail の鬼塚法に準じて過

剰爪I，Kおよび爪月をレンズ状に反除して縫紛し，内似1Iの

pa ronychillm を成介に合めた爪~il:形成を pnma ry に行

っている C[五11 )， 

症例の概要

1982 ir: 11 n 以降われわれが施行した い AF 訟は，~

i'l: 6伊11. Y.性 l111Jの計 7fylJである。 イ |二齢は 29~回以ま

で平均 40蔵で， !i正右，)Ijでは:;{i1 例/正 6例， 受iらから手

術まで平均 3 ヵ)1.術後経過期間は 5 j)!ij ~ 6 ヵ刀まで平

均 15迎である，f:J指奴断レヘノレは基節i百;3例，lP 1対節

i鴇1(711.末節部 2例， :J: J毛温存 I例で， 1，凶行部レー断の 3

例に)比J'同・移11([を併用した.

術後成績および症例供覧

7 j比例の切断端へ移Wiした'1'1-)十の竹総合は全111111凶調に

みられ， 仮什形成は術後 3 ~ 4 週と JTlWIに得られてし、

る. また術後経過J~JII \Jが SI7. J~J 1 5 週と~~f. l 、が， 移舶骨の

萎縮， 吸収はみられず， 爪の変形や不安定i'lもなく，

pnmaryに爪立li形成施行した 4例も良好な形態を斗し，

全例非常に満足すべき結果が得られた.

次に donorsite のi主的|の状態をみると， ~{:列IJiを縦全

川植皮が一次的に施行されたが 7仔11'1'3例に追加植皮術

を要し， filj治総 11数は平均 601'1とやや長めであった

;的Iri のイJ1!止では{:):~:l I~疋!氏 {;Hの航j土辺縁部の修Mi が 2 例

に， MP i;Hの日11神経切断端に一致した修!iYiが 3例にみら

れたが，いす'hも術後経過とともに薄らぐilii向を日し歩

行障害などの不i'I山は少なかった.

症例 1. 46成，男.

1王{:):j行 deglovinglI1Jury例.

[lllはい ったん groinAapで coverされたが，知覚が

欠如し chronic lllce r を生じたため， 本1~を施行した

本例は指のi之さが正常に保たれているため母桁ボ節骨尖

端を 1cm ほど1l除し，母ぬ}末節骨骨片付皮frを移植し

た(図 2).術後 5ヵn後の現tlo};'，j作が lcmほど健側よ

り人ーきいが良好な母J行形態と可動減を布し，什総合も完

成して萎紛，吸収もみられす.原職復川している(図 3). 

症例 2， 30歳，

J，:母指~，~Ílí'i切断 1111.

受傷 3ヵ刀後に 3.5cmのJJtj"'J'移仙を併JIJした WAF

訟を施行した.術後 2ヵ月後の現{I:，健側とほとんど見
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分けがつかないほど良好な母指の獲得と良好な'，';総合が ぐれた母桁"H.l! ~;ï として最近註目されてはいるが， はじ

得られた(図 4) めに述べたごとく移ftIi'l'tの吸収，皮弁と移他休川の不公

考 察 定性など至急改詳しなければならないI:U1lfiを有してい

ほ指欠損に対する再建法として切断レベルにより従来 た.

より Gill防法や Joshi 法， Matev 法などの母指延長 われわれの刀法はJ1rl竹柄付骨皮弁移航法であるため侠l

術，筒状広介と'¥'1移舶による造ほ折体[，隣接指からの母 節移十11'[例や toctransfel例と同様什萎縮吸収が少なく，

111化体[，さらに最近の toetransfcrと

WAF 11、がある (:J指延長i，Jiiや造I;H行術

では爪がないなどの形態的!日j題以 Uこ移

ft(('liの吸収と皮!内萎縮性変化を生じやす

く， このため指尖郊の皮!内ーはたるみを生

じ，物のJ也J与が閃史rrtとなることが折摘さ

れているり 一般に'¥'j吸収の!京肉として

J1JLI j不全，まJ1j;'，i:欠如， I活用性萎統などが

巧えられ，移 Jlr'[後 3 ~ 4 ヵ月ごろより始

まり， J弘、J多他'丹ほ ど吸収されやすいと

L、わJLている') --')j， 月Jl'i化lA;iて;'u，i0i

応がほぼ先火災常に|決定されること，

toe tram[erでは f"土日I~にしろ m 2VJliこし

ろ他析との太さのノζランスが必ずしもよ

くないこと}.山行の欠損を生ずることな

どの1!(f:.'，'，(カ1ある

爪を合んで形態的にすぐれているこ

と，知覚獲得が可能なこと ， ["数」にm
きをおく 11本人に好都合な足指を凱存で

きることなどより， WAF 11;は::Ji"/;¥'Iこす

a. 慢性潰蕩形成 b.骨片付皮弁挙上(爪郭形成総

行〉

図 2.j，I冷ilJ1 (degloving injllry例〉

v 

a・良好なほJ行形態 b. 母J行J:Iiil1i状態 C. 村総合良好

図 3 佐例 1(WAF術後 5ヵ月 〉
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a. 受傷 1((後 b. JJ易骨移梓1 c. ¥¥'AF術後 2ヵ月 d. 骨癒合良好

図 4. 症{J1j2 (母m1.~節切断秒1))

爪jょを長11離しないため皮弁の安定性がよく， しかも爪の

変形が少なく，さらに母指延長効果も得られるもので，

WAF原1.tの欠点をほとんど解決した画期IfJ手術法とい

えよう

母指は最低限 CM 関節のみ残存すればある程度機能

を営めることより， MP閃節遠位はもちろん，近位以j断

例に対しでもすぐれた付桁形態と良好な機能回復が期待

される WAF法は母指PJ建の 白stchoiceとして今後ま

すます用いられてよい方法と考える.

最後に donorsite である足指の問題として1ji'i!50:-生

着問題，足底部の植皮辺縁部Jiriおよび、WII神経切断{;jl痛な

どを先に指摘したが， /lJJi'止氏i(Jjへの cross-toe-Aapの応

用や， MII村l経切断で、は荷重部で、ある中川'1'1-骨jjJiレベルに

断封fJがこないよう， かなり近位で切断tすることが望ま

れる.

まとめ

Morrisonの wraparound flap原法の手技上の問題

点を改許すベく，われわれが考案した母~II 末節骨速位骨

片付皮弁移植法の手術手技について紹介した.

7 {JIJのほ折切断例に本法を施行し，骨萎縮吸収，爪の

不安定性や変形はみられす事全例非常に満足すべき結果が

得られた.

文献

1) l'vlorrison， A.W. et al.: J. Hand Surg.5・575，1980 

2)土升二-ffiliほか:マイクロサージャリー研究会抄録集 9: 
12， 1982. 

3)大西信樹ほか:1'11上 9: 12， 1982. 

4)岡 -f!rlほか ・形成外科 11: 209， 1978. 
5)内西兼一郎ほか:整形外科 19: 1087， 1968 
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W ra p around fla pの経験 (第 1報〉

Experience of wrap around flap; 1 st report 

大久保康一

市橋文人

室田景 久

村井恒雄

宮 川 泰次

森 111正敏ホ

母J旨のilJ.主l!{i桁には多くのすぐれた方法があるが， 土

井2)，Morrisonりらが開発した wraparound日ap法は，

爪のある形のよい付Ji1を再述でき， しかも足l~fIo止も温存

できるので，他の微小血管外flを応用した手術法の中で

も卓越した方法といえる.筆名らも 13{yllに本法を試み，

100% の成功率をwているが， 今回は術後 1年以上経過

した 7症例の成献について報告するとともに，木手術法

の1::]題点をあげ筆者らの行っている改良法につし、て報告

する.

症 例

症仔11の内訳は，母J行切断 4(111， degloving injury 2仔IJ，

母指の!fYJ・静脈奇形 1例である また，ク)6例，k1例，

左側 4WIJ，右 ~llJ 3例である 子体I時年齢は 19歳から 39

歳，平均 28.6成，術後の経過JUW¥Jは，最長 2年 2ヵ月，

最短 UIプ 4ヵ月，平均 1千|三 9ヵJJである.

成 績

1.母指の萎縮

えi母J行総iにおいて必発するの指の萎縮は，本手術i1、に

おいても全例に認められた，術直後と調抗日午における爪

t良部の)，'，JUH径を比較すると，その差は最大 5mm，最小

2mm，平均 3.9mmで，平均 6%の萎縮を示し， /TJ:j行

が一回り細くなった感じを Uえる.

2.移植骨の萎縮について

移w航l骨骨-はすベてJJ脳比財L坊jン川げ'，'什"

)脈脈T奇苦]形杉てで‘，折節'jrJーをそのままで皮膚だけを切除して本法

を行った l症例jを除く 6{yljに認められた その程度をX

線像から測定すると，長さに関しては 1mmから 3mm

平均 2.3mm，幅に関しては lmm から 3mm，平均

2.0mmであり，移jjr'i'，';の大きさに関係なく H_¥現した

Key words: wrap around f1ap， microsurgery， thumb 
reconstructlOn 

* K. Okubo (議f~Ii)， K. i¥furota (教授)， Y. Tomita (講

師)，F. Takahashi， T. Murai， M. Moriyama・東京慈恵
会医科大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， The ]ikei 
University， School of Medicine， Tokyo). 

'I'J萎縮の進行過程をみると，一般に術後 2ヵ月ごろから

発生し， 3 {yljは l年から 1ij:. 9ヵ月でその進行が停止し

ていた. しかし術後 1年 4ヵ月 1年 7ヵ月， 1 ij:. 9ヵ

月の3症例ではいずれもなお萎絡が進行していた.この

うち 2例は deglovinginjuryの症例で，他指にも傷害が

あるため忠肢をあまり使用していないとのことである.

これに反し進行のとまった症例ではほ指をよく利用し

ており，術後作成したほ指を使い，動力、し，移Mi干を刺

激することが，骨萎縮を予防する重要な因子と考えてい

る.また動 ・i'i'fl脈奇Jf:1で， :t行 ílíï骨を~'iL存したまま本法を

行った 1症例では，術後血行が改善され，またI:):j行をよ

く利用しており，術古ij認められた骨萎縮は術後 3ヵ月で

改訴された CIXI1 ，表 I). 

3. 知覚の回復について

全日;Ijが2点間l織別が可能とな ったが，その距離は平均

15mmとL*Hとはいえず 9mmと 10mm以ー卜の症

例は 1例だけであった.発汗は全fyljに認められ，木の頁

をめくるなどには支障はないものの，ボタンを外すなど

の細かL、作業がやや困難で，全例ともよりいっそうの知

覚の改善を望んでいた(炎 1) 

Cold intoleranceを訴えるものが 4例あったが位度は

瞬く ，再接行指に認められるようなジンジンとする強い

桶みを訴えた症例はなかった(表 1) 

4.ピンチカについて

示指とのあいだのピンチカは，他側の 100に対し

degloving injuryの症例では平均 36%に，そして他の定

例lでは平均 81% ~;こまで改苫されており， 力強いピンチ

が可能とな っている. degloving injuryの症例がピンチ

カが別いのは，f辛指以外のmにも古一切な機能障~I子がある

ためである(ぷ 1). 

5. 爪の変形について

爪の claw 変形は 5fyljに認められた この原ÎIは爪

恨部，爪床部の長IJ離に原閃があるばかりでなく，移摘'百ー

の尖端;が十分にJ行尖部まで周いていないため，爪川ミ部に
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a. 長い骨移ft((で，左が 2週，イ1が 2'1'.2ヵfJで b. 短い'I'J移布l'iで，左が 6ヵ月， ~Iが l 年 7 ヵ刀で

ある ある

図 I 骨安縮

表~ 1

作成同:jtlの美総 'rr主主鮒 (X線J十測) 1 2 !.'i，問滋
I.J.' {日l 原 因 l術後経過JUJIHJ爪恨部Htl

伐の萎縮

No. 1 29i& 切 断 2:if 2ヵ月 5mm 

:'¥0. 2 19滋 切断 1 {Plヵ月 | 5mm 

No.3 34以 degloving injury 1 '10 9ヵ月 5mm 

1¥0. 4 26以 動 .，lrJ1-脈奇形 1 '1'.9ヵ刀 2mm 

:'¥0. 5 39成 degloving injury 1 11'.7ヵ月 3mm 

No. 6 34政 切断 1 1ト6ヵ刀 2mm 

:'¥0. 7 19h1泣 切断 1 11.: 4ヵ月 5mm 

平均 1 11'. 9ヵJl 3.9mm  

支えがなく， 爪の成長とともに c1aw変形が11:.じたもの

と与える. しかし，この変形による訴えはなか った

6 母指の変形について

fFi反したf:J:指のくびれ，あるいはJH腹部の!日，~I経が 11 立

った症例が 2仔Ijあり ， いずれも移lザ(']'Jがl七く， 皮弁を

MP以1m]の中継までとった(，1"例てーあり，広角、の短い1，.1例

ではこのような変形は認められなかった この原jJ~は，

j己の付VIIは手と比べ， j行 3~から桁JI1iにかけて出向な JIi'l Jめ

組織があり， これが基節'，'1'のレヘノレにくると脂肪組織が

少なくなるためと巧えられる.よ ってこの膨陀を減少さ

せるには， m尖，そして指腹部の脂肪調i織を切除すれば

よいが，このMLではlfrlf Jを附'，1[-する危険がある(図

2 ) 

萎縮!主
日IJ距郎 ンチ刀ノ

悩 長さ | 

8% 2mm 2mm 13mm 86% 

8%  3mm  2mm 20mm 88% 

7%  2mm 3mm 15 mm 47% 

3%  な し 15 mm 92% 

5%  2mm 1 mm 10mm 24% 

3%  lmm 3mm  9mm 63% 

8%  2mm 2mm 13 mm 77% 

6%  2.0mm 2.3mm 15mm 68.1% 

7. 皮膚の固定性について

移値したj文!内の1，';1定性は全例とも良好で， /:Jj行を利用

したさいにJ土問が~fVJく不快感を訴えた症例は 1 {ylJであ

り， (也の川例ではこのような不便さは認められなかった

8 供与部の状態

i'i'l妨形成をノJ'すものはなく， JDf 1J1~形成が 2 (711に認めら

れ， 接触1'E皮 h~ 炎を起したもの 1 仔IJ，長/1与川歩行すると

Mくなると訴えたものが 2[71]で，)支弁のf%取純Uljの少な

し、症例ほどfJ~1;. ，';jiの状態はよく，歩行やメt行に支附のあ

るlIiWI)(土なか った

考 案

今川の調11ーから wraparound Aapは機能的にも美容

的にもきわめてすぐれた方法であり， ，也、者の満足度も高
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a. くびれのある応例 b. くびれのない症例

図 2.母桁の変形

C. 手と足のi主L・

a. 原 法

図 3

いことがわかった また本法で一番心配された供与郊の

状態も，閉おIJするのに多少の時間と ~l支の必要はあるも φ

のの，閉創後の状態も良好であった しか しながら，

jt'i，移fl([骨の萎縮，)文弁の軽度の弛み， くびれ，爪の変

形，女11立回復のわるさなと'の問題点が生じた.

1.改良法について

原法でも十分に満足て‘きる成績であるが，より正常に

近いl手術を作成するため，筆者らは術式に改良を加え

た.すなわち萎縮， くびれ，爪の及、j惨などを改善するた

めには， )J(弁のデザインや，長IJ離法のみでは不十分と考

え，最近行ったりIi~例には皮介に末i前'円 をつけて最IJ離し

b. 改良法

た このようにすれば，移他骨には末梢と中At<の両方か

ら血行が侵入し，萎縮も '1的支となり，爪の変形もなく，

皮弁の|百|定性も正常となるはずである.また9.1]党の問復

のわるさに対しては， 1支弁に両側の固有l氏側iJ.t行11]1神経を

つけて採取し，両側の指神経を再illしている この改良

法と原法との比較は¥:(12，*として報告する予定である

(閃 3). 

文献
1) Morrison， A.W. et al.: J. Hand Surg. 5・575，1980 

2)土井一輝ほか ・整形外科 32・1635，1981 
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過去 5年間の切断母指再建術の検討

Reconstructive surgery of the amputated thumb for the past five years 

J7川 l陽一

手の機能における母指の占める役割りの重要性につい

ては，いまさら述べるに及ばない f引行の機能は手全機

能の 40~50% を占めるといわれており， これが切断さ

れて欠損した場合， 手の機能障告はきわめて Inrr~ となる

われわれは 1978年 1月より 1982年 12月までの過去

5年H:iJに経験した手指切断症例は 60例 90桁であった

これらを桁別にみると， tJ指 19桁，刀、jfj24J行，中jfj22

指， V;H行16tf.， 小指 9指で，示J行.'1'1知こち1)昨!Iiされた

111が多く，次いで母指であった.

IJ指の切断症例は 19例， 19指で，このうち完全切断

12例，不全切断 4例であった. これらの男女別をみる

と，男性 12例， 女性7例で多少男性に多かった. 年齢

JJIjをみると， 2歳から 71歳に及ひ¥平均年齢は 38.6歳

で75壮年の働き盛りの人が多かった。左右j)1jをみると，

だ側 8例，右側 11例で， 多少才1~{Ijに多かったが，右利

きの人が多いためかと思われる.また，これらの受傷原

附をみると， 刃物などによる sharpculのものは，わ

ずか l例で，屯気のこ，電気かんな v-ベルトなどの屯

iffb i!:{f1"による dull Cllt のものが大多数で 12例であっ

たこのほかベルト ，ロー プ.などにどをき込まれた avulsion

のものが 2fJlJ.さらに重量機械などによる圧搾などのひ

どかった crllshavulsion のもの 4例であった. また，

切断部位をみると，骨の損傷を作わなし、し、わゆる先端の

爪および秋iiil組織のみの切断 1例， :;kuiJ什での切断 4

fJlJ. IP関節での切断 4{拘J. 基節'nでの切断 5仔11， MP 

関lliJて、の切断 1仰i]，中手骨での切断 2例で， [手指切断の

場介 IP関節を中心として切断されたものが，もっとも

多く 9例で， その約半数を占めていた

これら 19例に対してわれわれの行った治療法はTIJ按

Jl術6例，有茎および遊離t1W主術 6(711.切断端のいわゆ

る断端形成術 5例，腸什より の'円移帆， JJEU，rよりの tubed

Key words: amputated thumb， statistics， reconstruction 

ネ M.Kikkawa (医長)， O. Sumisaka:肉_¥L米子病院整形外

科(③683米子市車尾 1293-1;Division of Orthop. Surg.， 

Yonago National Hospital， Yonago). 

Im~ 坂修身*

pedieleによる造母指術後 neurovascularisland Aap法

によって知覚円建を行ったもの 1例，さらに，土井らの

報告している one-stage造母指術すなわち， )防骨より骨

移他を行い，次いで足背部よりの free-neurovascularAap 

transferを行ったもの 1例であった

症例

症例 1.S.K. 27歳， 男.右母指完全切断.

コンプレッサー検査中，誤って電源がはし、り巻き込ま

れて，;-{i打J:.t行を2去節骨から IP関節にかけて完全に切断

された(図 1a). 

ただちに近医にて応急処置を受け，約3時間後に紹介

されて来院，再接着術を行った.骨の固定にはサファイ

ヤスクリューの髄内釘を使用し(図 1b)， 次いで鍵縫

介し， Ifbl派1木，静脈 2本をl吻合し，さらに指神経 1木

縫合した 最後に背側の皮附が一部欠損していたため一

次的に遊自IHu'l1交術を併用した(図 1c). 術後 2年の現

代，生Ji良好で，知l党も比較的よくとくに神経縫合を行

った尺側がよかった TPDは 10mm以下で，握力 37

kg，爪の状態もきわめて良好で日常生前によく使用して

いる(凶 1d) 

症例 2.N.N. 41歳，女.右母指完全切断.

自ピ税に1，5:き込まれ右母指の MP 関節部で完全切断さ

れた(図 2a) 末梢部は粉砕開放骨折をきたしており ，

)J以1より の'，'1移柄引術を行い〔図 2b)，腹壁よりの tllbed

pedicleによる造[:上指術を行った(図 2c)後. 女lはI回

復の IJ 的で ， 動W~綴影を行った結果，中J行尺~!I]より

nellrovascular island Aap法を行った(図 2CI ) 術後 3

年の現イcほ折の長さ，形態、は比較的良好で，移M'討の

吸収もないが，知覚が不良で， TPDは 10mm以 l二で，

NVIF 訟を行 った場所はなお知覚の switchingが行わ

れす'いまだにc1onorの知覚が残存している(図 2c). 

症例 3. Y.K. 31成，男ー左母指圧挫切断.

ショ ベノレカーのショベノレが落下して左手を受傷し，手

吹からI:JJ行にかけ広範凶に按滅創があり，とくにI:J指は

'-1'手刊部よ りAc梢は圧挫滅が著明で粉砕竹折をきたし

て， 自IJI付にはヒ砂の混在が著明で(図 3a)， 洗浄，
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debridcmentを卜分行い，自IJ感染のないことを確かめて

(図 3b) 受傷後約 1ヵ月後に土)1二らの報告した one-

stagc巡の指術すなわち微小血竹|吻合術を;fIJJTlして足背

a. !iE仰ul 受傷時 b.骨・同定

c 

図 1.

部よりの frcc-ncurovasc川ar日aptransferと腸什移舶を

同時に行った.術後母111基音sの皮府欠損が広範聞で一部

j文府が主主死となり付'iJ.:!<:を併用 したが， 'f'j'吸収が起り初WJ

c・手 術 直 後 d. 術後 2年の状態

a. 症例 2.受傷時 b.骨移植術 C. 腹壁よりの有茎他皮術

e. ftr後3年の状態d. i'¥ eu rovascular island Aap術直後

図 2.
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a 
a. 症{JlJ3.受即時 b. 受傷後 1ヵ月 C. One引 age造母指術

後 2ヵ月 H

より多少短縮せざるをえなかった.術後，再建された母

指はやや短い感じがあるが， ピンチはなんとか可能であ

る 匁l}tは比較的良好で TPDは 10mm以下で，現イE

J京般に復川している(図 3c) 

考察

切断U指再建法は古くから種々の方法が行われてきた

が，とくに近年 11覚しい発展をとげている微小血管外科

を利用した刊桜JI術， 足的|移行術， 足~II: ;'部分移行術，

one-slage 造母J行術など新しい方法が考案され成績も向

上しつつある しかし刊住術後， 1)移航竹の吸収，

2)知覚， 3)作関節の可動性， 4)皮h句の安定性，

5)爪の形態， 6) ADLなどの問題があげられている

が，これをすべて満足させるのはきわめて附難である.

今回われわれが経験した切断母折 19{JIJのうち， p'l桜

検診しえた 18iJlJについて， 1)再建f:Jjf.の形態， 2)政

!内のÞ.:~性 ， 3) X線による竹の状態， 4)知 :i.'t，

5) TPD. 6)皮l内温度， 7)爪の状態， 8) ADL， 

9)患者の満足度などについて検，i.tした結果，'Pl桜li術

図 3

を行った症例がも っとも良好で患者も満足し日常生活に

よく使用していた.すなわち，母指に関しては切断レベ

ノレに関係なく lP関節およびそれより末wlでも再接おの

適応と考え，Schlenker， 大久保らの述べているごとく，

拘滅による切断に対しては血管移舶を行ってでも TI}接行

を行うべきで，われわれも的脈移舶を行って好結果を得

た症例を経験している.

一度切り離された組織は，元の位置にもどすことがで

きれば，もっともよい方法と考え，今後できるだけIlf接

着するよう努力しようと心掛けている.

文献

1)内阿兼一郎ほか 整形外科 22:956， 1971. 

2)土井一輝ほか :向上 31: 195， 1980. 

3)村上恒二ほか ・同上 32: 1617， 1981. 

4)大久保康ーほか 向上 32:1610， 1981 
5) Schlenl日 r，J.O. et al.: J. Hand Surg. 5: 63， 1980 
6) i¥1orrison， ¥机A. et al.: Aust. N.Z. Surg. 50: 237， 

1980. 



1481 

母指切断および奇形手に対する中手骨

延長術 (Matev法〉の経験

Experience with the metacarpal bone lengthening 

for amputated thumbs and anomalous hands 

飯田伊佐男

豊島

楠1E敬 坂部賢治 111田 純司

晃*泰 浅 川 完繭 島津

切断f:J:桁の1写ili術には種々の方法が知られているが，

とくに MP関節川辺の切断に対しては説家の指摘する

とおりいずれの方法も一長一短があり ，都I式選択には多

くの要ぷがからんでくることは論をまたない

1970 ~I三 Ma lev は， MP関節周辺の切断に対して 'jfJ

延長器を用いた中手什延長術を報告し1)， その優秀性を

強調している.

今回われわれは，本法を追試しその成総と問姐点を検

討した

対象

f:J:指切断{J1jは MP凶節周辺部切断の 5伊11で， うち 2

例は多数J行切断である ~) 4例， 女 l仔IJで， 年前告は 23

成から 61歳である 術後経過WJ問は最長 1年 6ヵ月，

最短 4ヵ月である

奇形手例は裂 r と ~ I 定型合指である.

方法

Dislraction装抗としては凶 1のごとき AO 小'11'用

distractorを用い， <1-'似と;t:mに点IJ入したおのおの 2本

の Kirschnet銅線に装li後， 中手'，']中火で'1'1'1;1)りし，

'1'央の screw barをIDIして延長する 手術時数 mm延

長し数 11中断後漸H寺延長するが， WJI'fiやま11党循広1陣'主に

itU:しつつ延長速度を削節する 延長終了後は， 1，IH1')i-

li¥jに杭極的に付移舶を行った.

また， 前五五した web に対する桁川形成には 3例に

Brand (1、， 1例にZ形成体Iを行い，延長に伴L、|勾転変形

を示した 3{JIJには. Iri]l侍に付折|付転筋，第 l背側'l'J問筋

Key words: metacarpal bonc lengthcning， thumb recon-

struction， amputated lhumb 

ホI. Iida， M. Kusunoki， K. Sakabe， J. Yamada， Y. 

Toyoshima (助教侵)， K. Asada， A. Shimazu (教綬):大

阪市立大学整形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， School of' 

lv[edicine， Osaka Cily University， Osaka) 

を release した

代表的症例

症例 47;，丸男

ボーノレ紘にてle{:]:j行基節骨基it官でνJ断 9ヵ月後手術

を行った手術時 12mm延長し， 27日FIに 29mmの

延長を得た(図 2a) 腸骨から 28mmの骨移Mを行

い， 術後 6ヵ月の現イ1:11% の延長本低下はあるが， 手j

癒合は完全である(凶 2b). Brand法による指IL¥J形成

と f0: j町村転筋，第1T~側骨'litJ筋の relcase を追加後，外

転11~JI痕は改苦しピンチ， grasp ともに良好となった.知

覚f后広;z障7ヰはない

結果および考察

延長 fu{装行時の延長州は 3~1 2 mm，延長終了1I，'j'の延

図 1 われわれの用いた AO 小'円・用

distractor.中央の scrcw barを同

して延長する
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b. 1守・移植後 6ヵ月a. 29mm延長時

図 2

中手骨延長術を行った母指切断 5症例表 1
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るのが大きな干IJ}.'i，とされている.

しかしその反面，移有[[，丹の吸収と angulation，延長

により生じるほ指外転11;1]限，長WJの治療期間とそれに伴

うピンの looscningと infectionなどの問題がある.

1.知覚について

他側 MP関節部と比較した 2PDでは， 1例に 3mm

の低下をみるのみで， 他は差異を認めなかった また

発汗テストでもほぼ正常で， 本法の最大の利点である

original sensibility の凱存に関してほぼ満足すべき結果

である.

2.血行について

光電脈波形による脈波検査では， 健似1]MP関節部と

大差ない波形が得られ，延長による動脈性血行の障害は

ないといえる.

平

長幅は 24.7~29 mm，延長期間は 27~40 11，延長速度

は 0.56mm/日から 0.83mm/日で， 中手'1'1'は術前の

54~69%延長された 延長中の修Jifiは全例に認めたが，

"'J肢を横切した第 3，4例では悠痛は軽度で延長期間も

短縮できた また一時的な知覚循環防害を認めた例もあ

るが，すべて早期同復し問題はなかった 一方， ピン J.'~j

辺の浸出液を 3例に認め， うち 1{7IJは distractor抜去を

余儀なくされた(衣 1). 

さて骨移tu'i時の延長幅の損失は distractOl抜去世IJを

除き 0.4~ 1. 7 mm で， 延長終了時の 93~98%の骨移附

とな った.

中手骨延長術は，poIIicizationや toeto thumb tran-

sferのような複雑な手技，他指の犠牲を要さず， cocked 

hat法より大幅な延長が得られ， しかも tubed pcd iclc 

法のような知党内建なしに originalscnsibilityを保て
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3.筋損傷の有無

延長が母JI1球筋に与える影響を EMG で検討すると，

術後経過期間により異なり ， 4 ~ 5 ヵ 月 では!悦神経と TIJ

支配が似イ「し，6 ~ 7ヵ月では!日t神経は消失するものの

粗放電とiI.L位低下が残存するが， 1年 4ヵJlの症例では

正常で，延長が母指球筋に与える影響は可逆性で問題に

ならないと思われる.

4 骨吸収について

主に母J折行球筋の緊5張t長〈による圧迫力が経H

{低氏下させることは，]¥恥Ma副te引v も述ベている lり〉 われわれの

症例の中手，什丹庁.延長率は， 術後 3~5 ヵ月のあいだに平均

593ぜから 44% に低下し，その後は一定である(図 3). 

延長終了時を基準と した延長悩でみると distractor抜

去例を除き 3~5 ヵ 月 のあいだに 73~80% に減少し

什片の angulation が大きいものほど短くな っている

したがって 11的とする延長阪の約 25% 増しの延長を行

い， しかも angulation を防ぐため'iJ'移柏後も什延長;揺

を圧迫ÎlI I外 I;~I定として用いるほうが賢明と考える

5. 母指外転制限について

J行間j形成や筋の releaseにより舟1111付転手E形は改普さ

れるが， 外転II，IJ限はなお残存しており，ほかの要肉が考

えられる これは本法の最大の川題点であり ，術前の拘

縮，延長に伴 う extrinsic muscle (EPし と FPL)の緊

張，延長'-1'のfl立位などが大きな要因であろう これに対

しlMliiiの拘続除去 cxtrinsic muscle の切血n術や監n延長

術，延長'-1'の母桁外転位保持なとeの対策が今後の課題と

恩われる.

6 治療期間について

小児奇形手例では自発的'¥'J'形成が早期に得られたが，

成人ではn発的fi形成を得るにはなお長期間を要する

したがって Kesslcrも述べるごとく 7) '1，]-1肢を俄切して

早期延長 し約極的に'目移植するほうがよいと考える.

中
手

。Y.
70 

60 

伶 50
延
長

率 40

J J 
30 

↓平l

20 

10 

。 愉極 骨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 日 Months
畏 移 (P，阿部}

前鈎 姐
時

図 3 第 1rlo手竹延長率の経時的挑移

術前の仁l'てH'l'の長さに対する延長幅を%て‘ぷす

7.ピンの looseingと infectIonについて

種々の骨延長;憶が治家により作製されているが←8)，

われわれは延長(，#をより安全に長期間装表するため，セ

ラミックピンを用いた骨延長器を試作した.強度的には

同組なく ，今後|恥休使用を予定している.

本法の成績[{'J1→のためには，上述のJ:iJ題点の解決が必

要であるが，本11;は以断fJ:J行再建術の有力な一方法にな

りえると考える

文献
1) i¥Iatcv， 1.s.: .J. sone Joint Surg. 52-A: 957， 1970 

2)ル!atev，1.s.: .J上landSurg. 5: 482， 1980 

3) i¥!atev， 1.s.: Plast. Rcconstr. Surg. 64・665，1979 

4)栗原邦弘ほか 形成外科 26・10，1983. 

5)園田洋ほか 整形外科 33:1692， 1982 

6) Paneva-Holcvich， E. et al.: .J. Hand Surg. 5: 160， 
1980. 

7) Kesslcr， 1. el al.: ["J上 2:394， 1977 
8) Yankov， E. ct al.: Handchirurgie 14: 213， 1982 



1484 

Buck-Gramcko法による母指化術の長期経過観察

Follow-up study of pollicization with Buck-Gramcko's method 

|対 ~I JI阪州 大森喜太郎

われわれは第 20凹H本手の外科学会において l3uck-

Gramcko 法による付指化術について発表した. 今回は

それらの杭例の中から純粋に 13山 k-Gramcko 法を行っ

たjJIjyuを"1"心に 7iJu follow-up したので報?与する.

症例

症例 1.内反手 3歳にて ccnlralization

3歳 6ヵ月H年Buck-Gramcko n身による母桁化体I施

行 術後 6 年では新しいf:J指にJí~わる筋がほとんどなか

ったため， G):j行はわずかしか動かないもののきわめてよ

L、対立位を保っている

症例 2.内反手.生後 11ヵ月にて cenlralizalion

1歳 3ヵ月にてf:J指化術施行.術後 6ilミのf:J指は対立

位および各指とのピンチ可能 |付転 0'，焼側外転，15
0

， 

"?側外転 20
0

と対 WiJ1よりもi'J動j成は)ぶいものの 1/1I

J行聞は不十分である この 2J，'I'例の術司:および 6年後を

凶 1にて比較すると症例J1では動的脈作 1本 および神

経，艇を子関節から PIP関節まで卜分に剥阿iし，かつ他

の軟部組織をま ったくつけていない. 1え対にhEfJU2では

手術ifi:襲が少ないほうが指の成長を障11;しないと考え，

必要最少阪の長IJ縦にととーめた n午後の結史;は図 1b卜

のように不卜分な景IJ離では最終的に満足な指!日lがつくら

れていない.

症例 3 母指形成不全V皮 1歳 2ヵ月にて!、H}'化目;i

施行.

|付反手と異なり力源となる子 d千'内外筋が存干lーするた

め， 術後 4年 3ヵ月での新しいj:H行で可動減はI}、l転 00

挽側外転 55
0

，掌側外転 50
0

と11::'1市川指に近く， 手の奇

形に気づく人はほとんどいないそうである.

症例 4.付指形成不全W度.生後 8ヵ月にて[:):t行化術

施行

Key words: hand， thumb， pollicization 

ホ J.Sekiguchi， K. Ohmori， K. Kajiyama， S. Kobayashi 

東京讐察病院形成外科(号107東京郎千代川区'(_;，;仁見 2-10-

41; Dept. of Plast. & Reconstr. Surg.， '1、okyoi¥letro-

politan Police Hospital， Tokyo). 

促 ~JI M>  小林誠一郎*

術後 3年では症例IJ3と同様母指の可動域はきわめてよ

い. しかし背側中央の皮弁が十分に IP関節まで到達せ

ず， CM 限JûíH干M~こ lrap door様の醜形を起している.

これは手i~ill.'f年附が抗例 3 より 4 ヵ月早いため，手術が

極端にむずかしく，ことに1'f側的脈の!f<IJ離が不十分に終

った結果と思われる.

症例 5. f'J:桁形成不全目度.

，む青が 14歳1;.児のため， 骨移fi((や，ll_日l上によるえ'l1J抗

体Iについて説明したが;果，$)lはI:}j旨のff}]きがわるくとも

句移植や)5<:弁移植による 5本指を希摂した しかし忠

者はたとえ 4本でも!lV)く親指が欲しいと熱烈したため1:):

JH化術を施行

術後 6年 7ヵ月では母折内転 0'，校側外転 55'，掌側外

転 50'で整作的にも機能的にも満足な結集を得ている

症例 7 外傷性f:J指切断

f引行の中子骨は、ド年以上も協:Hiされたまま来院 "'-，手

'I'}'基部は正常に近かったため CM 関節を温存して母指

化施行 示指基節骨と母指中手骨はプレート I;rn定した

が， 11吹市組織は Buck-Gramcko 1.去を施行した 術後 6

ヵ月より細かい労作業に復内iしたが，知l覚の転換などに

よる出乱は社会話L~r'} 当初より 5 年後の現化まで起 っ てい

ない

考 案

I 新しい母指の可動域について

l付以手を除く 5症例では|付転 0
0

， Ht側外転および"t
側外転 500

が以上で gripお よび pulp-pinchも可能

であり ，Buck-Gramcko 11、による母折化体jではきわめて

よい結果を得ることができた. 一方，内反子においては

動きがわるいとはいえ日常使用するような有用な母指を

つくったにもかかわらず，術後 6年における健側との上

肢長の走が 10cm以上もあり，有用な手が上肢の発育を

促進するとは|彼 らないようである.また， l、ずれの症例も

)11¥筋腿の短縮などの手術は行わなかったが全例術後 3，

4ヵ月ごろより円然に動き出している 一方， 1付制!IJで

は短nm1111筋をN!illしていないためか，MP関節伸肢位

にて IP関節だけを屈IJaさせることができなし、
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a. b. 

図 1. a は症例 1で，術中および術後 6年 bは症例 2で術中および術後 6年

図 2. 症例IJ3 母指形成不全V度術 後 4年3ヵ月

2.新しい CM関節について 失してきているが，母指の長刺l方向には萎縮傾向がみら

症例 3および症例 4においては過伸展された MP関 れない これは症例 6，16歳の 5指症に対する手術後

節の中手骨頭と中手骨基部は完全に骨癒合し， 新しい 6年のX線像でもまったく 同様の所見がみられた また

CM関節の関節裂隙も十分である x線上 CM 関節の 症例 5に対して透視下に CM 関節の運動および関節造

動きを制限するような徴候もみられない 症例 5では手 影を行ったところ，新しい CM 関節の関節裂隙は正常

術時中手骨基部はわずかに残したものの，術後のX線像 にみえ，関節の運動もとくに異常を認めなかった.しか

ではこれが消失し新しいほ指は浮遊してみえる.しか し，関節包ははっきりせず，関節内に入れた造影剤は掌

し，過伸展f立にした MP関節の中手骨頭は術後の形態 側の軟部組織へ流れてしまったことから，完全な関節包

をそのまま紛持している.術後 7ヵ月と 6壬|二7ヵ月のX はつくられていないものと思われる.

線像を比較すると，中手骨'街頭の丸みは屈側で次第に消
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図 3.症例 5 母折形成不全 目度術後 65ド7ヵ月

図 4.症例 7 外傷性母指切断術後 5年

3.握力およびピンチカについて

不安定な CM関節をもった1，1例 5と]17古な CM関

節を残したtlÌ~17U 7を比較した 結果は症例 5の忠Mt握力

11 kg， ピンチカ 1/m 2.7 kg， I/JV 1. 7 kg， 1 /V 1. 2 

kg，他側おのおの 27kg， 3.9 kg， 1. 5 kg， 症例 7では

忠側握力 42kg， ピンチ力 1/ m 2.2 kg" 1 /JV 1.1 kg， 
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1 / V 0.2 kg， fill Mおのおの 52kg， 6.7 kg， 3.4 kg， 

l. 5 kgである. 続。115では梶ブJの差こそあれピンチカ

にほとんど洋はない.(:付行化された手の両者を比べると

付J行形成不全のほうがピンチプJが引か、結果とな った 外

傷例は 25歳H、?に母折化し， 周筋)院の短縮を行っていな

いということもピンチ力が弱い一同とは思われるが，不

安定な CM l.Y:lili'iであっても母指の1，1;1定性には支障がな

L、と厄1われる

まとめ

Buck-Gramcko 法によるほ指化体Iの長期観祭につい

て述べた 新しいFHfiの可動性，同定性，過伸展された

MPI主1Mの変化， 外観のいずれにおいても申し分のな

い術式といえる しかし内反手においてはピンチ，グ

リップができ る有用な手をつくっても上肢の発育が改善

されないことから適応が限られると思われる

文献

1) Buck-Gramcko， D.: ]. Bone Joint Surg. 53-A: 

1605， 1971 

2) Buck-Gramcko， D.: Scand. J. Plast. Reconstr. Surg 
9: 190. 1975. 

3) Buck-Gramcko， D. Orthop. Clin. N. Am. 8: 329， 
1977 

4)関口l収納ほか '整形外科 28: 1524， 1977. 

5)阿部清秀ほか ・向上 31・1582，1980. 

6)安竹重宰ほか向上 33:1689， 1982 



! I P 1 l' i.!_'.!_ 1 11. I ムムーよムム斗」よ11 I II 
I ' ! ' L二ムユ.::l'LJ N  r' t 

1488 

-川 町民 畠_... ，.~勤特科舗--4，，~マ ・ ・

South Hope Street 

ロスアンゼノレス SOlllhHope Slrcct 2，300岳地の Dr.

soycsのオアイスでは，;]c si'i) IJの夕方，711、?ごろから関

川可〈で Dr.soyesのセ y ションがありました

Dr. soycsはもう 70政ぐらいになられていて，/iを

するとき利子の上腕部を握る副作があってオフィスの廊下

で白川をしたときなどには，やさしい 11でこちらの 日を

のぞき込むようにしてl活しながら，彼のAきな lが，荘、

の1-:1院をぎゅうとしめつけてきたものでした

セッン ;:1ンも:1'.:起について lzltすうちに，この川辺につ

いては Dr.BlInncllはこのような汚えをも っていたと

か， このような川一例について Dr.Bllnncllはどのよう

な手術をしたとか，手術'1'に彼がどういったので，在、は

こう終えたとか，ときどき，Dr. Bunncll tこ，/iが移るこ

とがあ って，このようなとき， Dr. Boyesはしばしば11

を閉 じて，Dr. Bu n ncll とすごした ~' ， き H 々をしのふ、か

のようでありました

学ノ111.'f代に証lfi!Jii療養所に勤める先TI'IIJ、ら Dr.Bunnell， 

Dr. soyesについていろいろと話を聞き，いつカか冶は Dr.

Boyc白sの許てで、γ，

ては Dr.Boyc白sのオブイスは干在J、の ‘“‘)メ y カ"でありまし

たが'いま， Dr. BunllcllについてHfiる Dr. soyesは，

あたかも，キリストに1(0こJ妥し，，:，fjし，1'l 'Jiをともにし

教えを受けた弟 fが，キリストについて 11!?り，その処刑

と復活について語るのを附くにも咋しい思いでありま し

た

Dr. soycsが折につけいわれたことは，“Craflsman-

ship"という d紫でありました

Surgcryは本来 manllalanの立で，物を創造するこ

とにほかならぬわけですが Dr. Boycsは Craflsman-

shipの|付作について.1) iilJり山さんとする対象につい

てよく知ること .2)創り 11¥すために必要な辺久を考案，

工夫すること， 3)そのillJしを白干lに使いこなせるよう

に例刻すること ，と説明され，このことがあってはじめ

て principleを学び とることができるとされました.ま

た， )，~礎，京本をおろそかにしてはならぬと強制され ま

した

浅 井 11: 大

く岐阜大学整形外科講師>

責IJ聖とうたわれた t泉伊勢1は日'ffi"の立)，，";.娠舞が，ま

るで舞を舞うをみるかのごとくであったと記されてお

りますが，人に切られる前に人を切ることに工大をこら

し，修紘を屯ねるうちに，人を切るとし、う物騒な行為が

剣道という迫にまで外草 したのであろうと思われます.

D，目 l占 u nnell は simp l e で atrauma ti c な Tl~;iを心が

け，食'J;やドライフなどの 日常生活の'1'で，子が段短H、?

問で物にi土占する軌跡を描くような動1'1を修紋して方、らな

かったと伝えられます.もちろん，子体Iは芸術でもなく，

道でもありませんが， それらに劣らず修練が必要であ

り，それらに|製りなく近ずくことのできるものなのでは

ないかと考えられます.

また，おJ1ぞを楽しく，おいしく 飲みたいと思 うところ

に，辺久，手順，手さばきに，余分なものをすべてれて

去り .f拘束 ， 附述な ~illの宇宙が版日目したのだと，Uいま

すが， Dr. soyesや彼の co-workerのDr. Slark の手

術は，激しいx(~忠に充ちたものでありますたが，その手

のj~び，政j きは，お~の上手といわれる人の予さばきを

みるようなま ったく無駄のない，簡潔MliWなものであり

ました “Atraumatic"をつきつめたところに， 彼らは

会つのIII:!JI.をつくりあげていたのだと思います.

そのころ Dr.Boycsは 20-:1二くらいliijに T引ijをした

辺、切さんたちの follow-upをされておりましたが. II皮の

診察(主~!\~に熟考を重ねて紋後に決断するやり )jで ， 皮

切 l_，j，:にしてもJWil、ては消し， 描いては消 し，検lばされ

るのでした Dr. Starkが直感的で思考の方向がわりと

理解しやすかったのに比べ. Dr. Boyesはあらゆる可能

性を;(lボされるらしく. fJUJにいる私には，彼の以の仁l'で

思考がどのように進行しているのかさっぱりわからない

といったところがありました.

JJIJれにさいして.Dr. Boyesの最後の弟 fーとして問WJ

生であ った. Dr. Zemelと誓い介った百 来 islInnell.

soycsをのり越えることJ.しかし，“craflsmanship"を

木当に理解 し，身につけるのは，まだ，速い，速い， 道

1"，'であります。
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スポーツ外傷による malletfingerの治療法の検討
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スホーツ外傷による mallelfingelは，手の外科 11常 例(スホーツ以外 17例)，r術的治療i1、191711(20例〕に

診療でもっとも巡JJ!lする干のスホーツ外似であるが，そ 行い， )jJcii'i:したものは 4例(5例)である 放 ii'I~WIj 4仔Ijを

の治療はーに凶しては，辺、者官[11のやifi々 の条i'1に制約されて 合め 36f刈の保存的治療法のスフリント装行J~W\I と平均

II1!i一的な治療方d、をとるのは|本|難な場介が多い.過去 4 30.8ヵ)Jの調査H与の関節f'f動I成は }dにぷすごとくで

年II¥Jに経験した mallcl日nger94例の治療成績の検，(Jと ある 保存的治療で、は伸以1(1不足をきたしやすく ，屈山

65トJ1休 927人のスホーツクラブ選手のアンケー卜調作 角不足はきたすことが少ない 1111展11J不足 5'以|λlの成

をもとにスポーツ外(t)jによる mallelfingcrの問題点に 紙を得るためには， 4 jIM以 |の splinl川定で "fiiEであ

ついて検討してみた。 るが，lil企'xな成績を仰るためには 12週1:¥1のスプリント装

症 例 J1が必要である スポーツ以外の外傷も合めた在ll.ull的治

1979年から 19821fまでの 4年間に経験した mallel 療法の成総を表 2に示した 観血的治療法は一般に伸展

fingclは 94症例 96j行であり ，そのうち，スポーツ外似 角不足はきたしに くいが，)n¥illlffJ不足をきたす傾向があ

に起I.AJするも のは 53症例である 症例の平均年齢はス る 手術方法は多くのプd去を行 っており，各方法の症例

ポーツ外傷 29成 (スホーツ以外の外(Vj38歳)， 性別は 数が少ないので比較はむずかし¥，、が，開放i'1J負傷のl駐縫

男 41，女 :12 CJ): 25， 女 16) であり ， 右 42， 合体Iを除けば， Zuggurlung法が総合的な)，JiJ，'(は良好で

1r:. : 11 (右 24， !i'.: 17)である 1唱し也指はNJ行:4(8)， 

示指 5(9)，中指 :19(9)，瓜折:17(12)，小J行:8(5) 

であり， 21症171140% (16症例 37%)に末節"'J剥出Ir竹折

を合併していた 1)[1政創はスホーツ外1らにはなか った

が，スホーツ以外の外傷では 26171]60% に認められた

原悶となったスポーツの額類はソフトボール 19例，

野球 12例， バレーがーノレ 8例， 卜y ジボーノレ 5例， ハ

ンドポーノレ 3例， ラグビー2例1.サ y カー，ハスケッ ト

ポーノレ，':'J~p，休J栄作 1 例であり，球以によるものが大

半を，';めていた. i'I験痕例のスホーツの経歴は経験年数

5年以上のj握手が 10人で， 職場， 地域のレクエ リーゾ

ョン松度のものが 26人，体育J受業中が 10人であった

治療法はスプリントによる保存的治療法(図 1)を 32

Key words: mallet finger， treatment， sport injury 

本K.Doi (講師)， S. HallOl'i (名誉教筏)， S. Kawai (ll)J教

授)，T. Tawal'a， K. Kido， A. Doi， F. Kawakami， K. 

Tamal'u: 1I111大学整形外科 (DepL of Ol'thop. SUl'g.， 
Yamaguchi Univcl'sity， School of Mcdicine， Ube). 図 1. Splint (これにテーピングを併用した〕
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表 2.観血的治療法表 1.スプリント装着JVlIUJと関節可動域(平均経

過期間:30.8ヵ月)

[ 伸展不足伴j 屈 1111 角

5三 ]15。ど 貯注]300
く ]600豆1 3同 30

0>

放~ 1- 1 - 1 (i) 1ム|(;〉(-|
2週以下 5 I - 1 3 1 2 1-

~4 週 1 C{)I 1 1 1 1 - 1 3 1 2 1 

~6 週(:〉 2 - 4i |

- I cL I - I ~8 週 l l l ( i ) !

~週 |ふ| 1 - 1 - Iゐ 1 1 -

調1r:ネ 36例中 28例 (77%)

( )内は法1I離骨折合併例

.. ]スポー
手術方法 Î 不一 |ッ以外 | 言|

|ツ 外傷 ||の外傷

l. K凶 hner銅線経皮的 1 5 (3)1 0 1 5 (3) 
内軸固定 ] v 'V/] V 

2. Kir悶、

Ki山rs百chn町er鋪線内軸回定 I~ \ ~ / ~ \ ~/ I 

3 川ー側 Wlre法 1ο)1 1ω2  (2) 

4 腿雌術， Kirs山 田 鍋 1 8伊))5刊)113(2) 
線内軸固定 I v ，v/I 

〕5. Nummi 法 ] 1 (刊引)11 (1) 2 (1り

τ三z五lIgg伊1I叫11山I

7 関節固定術 ] 0 1 2σ)1 2 (2) 

8 腿縫合術(開放性損傷に ]0 6 (0) 6 (0) 
女すし て)

1聞の]17(州36(16)

( )内は骨折合併

に対して，手のスポーツ外傷のアンケー

ト調王宝を行った 調査項n， 1)経験年

数， 2)ボジション， 3)突き桁の有

無， 4)関節の部位， 5)予防の有無，

6 )受傷時の状況， 7)治療の有無，

8 )治療内容， 9)変形の有無， 10)疹

痛の有無， 11) ROM， 12)休業の有

無， 13)スポーツ復帰までの期IH!. 14) 

スポーツ上の支障， 15)テーピングの方

法などについて 65凶体 927人の回答が

得られた.

a. ハンドボーノレ b. パレーボーノレ

このうち malletfinger と忠、われる

ものが 56人 (6.1%)にあった Mallct

fingerの医学的診断を受けたものは 12

人で，治療を受けた人は 4人のみであ

図 2.1キスポーツでのテーピング

ある.これらさまざまの成総にもかかわらず.'，心者の評

価は高く，治療法に対して不満を訴えたものは 2例にす

ぎず，スポーツおよび日常生活上支障を訴えたものはな

かった.

アンケート調査

野球，パレーボーノレ，ハンドボーノレ，パスケ γ トボー

ノレの中学，高校，大学，実業団， 日本リーグ 1部の団体

り，それも中学，高校のクラブのみであ

った. 調査時の時点では全員が mallet

変形を残していたが修痛を訴えたものは 1例もなく， 4 

人がコントローノレの低下，握力の低下を訴えるのみで大

多数は愁訴がなかった.

テーピングに関 しては，各団体によ って，その方法，

目的は異なっていたが，関節外傷の予防に行っているの

ではなし爪，皮!市の損傷の予防と外傷後の疹痛n解の

ために行われているようであった(図 2). 
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考 察

Mallet fingerは現在では保存的治療が主体をなして

おり，観血的治療はごく|浪られた場合にしか行われてし、

ない.スプリントによる治療は，完遂されれば成績が良

好なることは周知のところであるが，その装着に完全を

きたすことはたいへん困難である. I~験例でも約半数の

人が途中で治療を中11二しており ，ましてスポーツを続け

ながらス プリント治療は不可能である.そのため，ス プ

リント治療が閤燥な人に対しては， d出lfIl的治療を行 って

きたが，これもスポーツの中止が可能なる人だけに可能

なる治療法である.一方， mallet自ngerを治療せずに放

置した場合は関節症性変化を起して泌痛の原因となると

されているが，アンケート調査および当科での長期間放

irt例を検討してみると確かに関節可動域は減少し変形は

著切!となっているが，熔痛を訴えたりスポーツ上， 1'1常

生活上の支障を訴えるものは皆無であった.これらを総

合判断すると， mallet fingerは急性期の疹痛除去以外は

医学的治療を杭極的に行うべきでない感がしてくる.患

者が積極的に治療を望む場合にのみ治療を施行すべきで

あると考えられる.それもできるだけ忠者の苦痛の少な

い方法が好ましい テーピングはこの而から適当な治療

法であるが，筆者らの経験ではテーピングだけではや11展

角不足を残すことなく治療することは困難で，夜間スプ

リントの長期間併用が必要と思われる 現祢，スポーツ

選手が行っているテーピングは PIP関節損傷の予防に

は弱すぎるが，DIP凶!ii'iに対してはある斜度効果があ

るのではないかと考えられるが，治療面からは効果があ

まりないようである なおアンケ ー ト調査をしたスポー

ツで野球以外は PIP関節の外傷のほうが多く，その機

能障害も大きいようであった

結語

スポーツ外IUによる mallet finger の!'I験例 53症例

とアンケート調査の結果より， スポーツ外傷による

mallet fingerの治療法の問題点について検討を行った.

文献

1) Casscells， S.W. et al J. Bone Joint Surg. 39-A 
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A vulsion fractureを伴う malletfingerの治療経験

Treatment of mallet finger with avuIsion fracture 

扇 内 什 夫 藤巻↑~~ ); 片 村口j

滝川宗一郎 111上 繁雄

山iffにおける指令l'筋!批損似については第 21[il1 日本 F

の外科学会総会 (1978/，ド〉で報代した. 今回， 末節'l'J

2ま，'jilW{)lI)に創l雌骨折を(lう mallclfingerに対して，骨

折発症機序および種々の治療法について検J討を加えた.

また，われわれが最近の症例にJ1J1.、る子体ii.t (pull-out 

変法〉を紹介する

最IJ離骨折の発症機序

Mallet fingerの受傷原l刈としてはソフトホーノレ， ハ

レーボーノレなとやの球技や物にぶつけたものなどが多く ，

このさい DIP関節が急に屈Itllして発症するものと考え

られているが，受傷時の DIP関節の状態や外力の方1['1

については明らかではない.そこで二次厄光州性cだ験か

ら検什を加えた(図 1).DIP関節を )i!JJ仲 肢からkl:IlIII

30
0

までの状態で， 末iiIi'I'l'の'14h方[i刊当ら DIP関節屈1111

方向に荷市を/)1じとると ，:1く節')'1・基，'ril背側の fljl筋~付 着 ì市

に強L、引 っ張り応力がi励き，最大即断応 力 線閃をみる

と，われわれが日常の臨床でみられる末節'I'j基部1TMの

三角形の長IJ自IHJ折に一致した これは末節')'1の形状，と

くに指背腿肢の終11.1縫およびi判例Ii筋艇の什石，'(1)のM，'ill

学的位杭関係によるものと与えられた

症 例検討

過去 5年間に mallelfinger ，土 49191]経験した その

うち長1)断骨折を伴うタイプは 30例で利き腕であるイi干

に 20(711である.

Splinl治療は 16例に行 った われわれは DIP 閃節

のみを川定する safetypinタイフの splintを用いてい

る. tr:l.iJ.Lな4往復(¥/:が得られたのは 2例のみで，これらは

什)十の小さいものと転位の少ないものである 他の 14

例に多少の転位のまま骨総合し1"，'1交のjれこそあれ変形

Key words: mallet finger， avulsion 凸acturc，opcn rc-

duction 

* M. Ogiuchi ci持師)， E. Fujimaki (教授)，K. Kalagiri， 

H. Hojyo， S. Takigawa， S. Yamal岨 ml 昭和大学整形外
科 (Depl. of Orlhop， Surg.， School of i¥ledicine， Showa 
UniversilY， Tokyo): y， '1、ashiro: I"J大''f:数先物理学.

欣 北保

[Il代 善久*

博

治癒を ldしていた しか し これらの変化では ADLの

問題とはならず，Dl P 関節の 1O~20 ' の exlension lag 

を認める結果となった. 整復位の不良な 2例に OA変

化をきたし，悲痛を訴えていた.

観血的許可療は 14例に行った 手術法は Kirschncr銅

線固定が 2例，Bunnellの pull-outwire法が 6例とわ

れわれの考案した pull-outwire変法 (Zuggurtung法〕

が 6例である.

一般に観血的治療法は， Bunnell の pull-outwire法

による骨片の|判定が好んで用い られているが，この方法

では骨片が小さく 細心の注立を払いとり扱わない と'ri片

最大関断t6カ線図

光3単位銭写真

R罰辺応力分布121

図 1 二次元光弾性実験による応力解析
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要三 正グ 11 ~直腔内銅線の遊ひ

'->r' 八

タずイ骨片町立
ー'

~1'/7 
一一 // i' 可7
// '11 ZUQclUrtunq 7" 田刀 11 Lu日日urtun日勺J穴

_L 、量ト

図 2 '11・Jjを伴う mallctfingerの下術法

が;'fIJれる恐れがあり，またワイヤーを刺

入して整復問定するさいに'，'1皮質が務

く1 'ii髄の幅だけ'1.'でワイヤーの遊びが

生じるために必ずしも3往復位の1，';1定性が

よくなく ，せっかく観血的整復術を施行

しでも満足すべき整復{立が得られないこ

とがしばしばある(以12).

手 術ì')~

そこで寸つれわれは'，'J片にはワイヤーを

刺入せず，終止腿付;fiffllにワイヤーをilll

し，骨・片の1'f側よりワイヤーでおさえ，

末節宇h''f~1IJの '1'1 折線の位irt より掌側に 1 (')

pllll-ollt法
( 5 j旨〕

ZlIggllrtllng 法
( 6指)

図 3. われわれの方法による症例

表 1 観i創的治療成績

術直後の ワイヤー抜去時
follow-lIp 

整復位 i の'F1')，の転移
'I'{赫形成 OAt:化

良 4 j行
1mm以 f 2指 3m 1 ~ 2 mm 1指

|不良 1 m I 2mm以上 1指| 1指 | u行

6JHIl mm以ド 2指
1 ~ 2 mm  1指 3 j日

。

けてワイヤーを通し国定する方法を考案して最近の症例l われわれのブ;"1:1.、て、は全例に良好な整復位が得 られた

に用いている(凶 3) 宇J.片を背側より強1，';1に pllll-Olll しかし初期のころに行 った 3例はワイヤーが細い，ポ

するため， 用いるワイヤーは O.38mmliij後の太いもの タンが小さいことなどから骨癒介の経過中にわずかの転

がよく ，またワイヤ一同定用ボタンは小さいものは広州ー 位を起したものがあった(表 1). 

にもぐり込むため，大きな1'1衣のボタンなどが適当であ 考 案

る 長IJ磁H!折を伴う mallctIlngerはIAJ節|付'iJ折であるた

この方法は'1'1'Jl-の 77側転伎と末H'ì~!IJ!伝{立を lめJ Iーするこ め，関節irliの迎合状態が不良であれば将来 OA没、化を

とができ， DIP侠lili'iを屈曲することにより竹折田に圧 きたし疹!iyjと変形の原附となる

迫力がl引く一種の ZlIggllrtllngsoSleosynlhcscである Mallet Ilngerの治療は ADL の障芥や忠者の不満が

二次疋光開性実験からみても pllll-ollt wirc法では 少ないことか ら保存的治療を優先に考えてきた また観

骨j十の背骨lIJに断IJfJを生じることがあるが，われわれの方 Jfn的治療を行っても確:だな4往復同定位を得ることが州知I

法では'li..Jfi而全体にほぼ均一な圧紛)Jが作用しているこ な症例もしばしば絞験した このため丁私I適応例と足1わ

とがctlE切された れても無理に保存的な治療で経過した症例も経験した

Kirschner鋼線1，';1定および pllll-olltwi同 法で満足す 保存的に転位した剥自IHI-片を良好な位;r，':に牧復すること

ベき整復(立が得られなかった症例もある われわれの経 は閑難と思えた 転位が 2mm以上のものは変形治総

験した pllll-olltwire i1、の H日jは稔彼{立から不良であ がひどく ，将来 OA変化をきたす確率が市L、ものと考

り， OA変化をきたした悲惨な症例であった. えられ，観血的治療の適応とすべきである 関節内'l')-:!Ji
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の治療は解剖学的な整復位を保対しなければ完全とはな

らない.

われわれの方法は従来の pull-outwire法と同様の手

技で行え，確実な整復位を容易に得ることができる.

しかしこの方法の問題点は pull-outの Wlre を軟部

組織を介在して固定していることである この点は，学

側に切開を加え末節骨に直接固定すれば解決されよう

まとめ

1) Splint治療 16例のうち 14例 (87.5%)に変形治

癒を生じ， そのため 1O~20 0 の extension Iag を認め

た.また 2例 (12.5%)が OA変化を呈した

2)鋭血的治療 (Kirschner銅線[，1;[定， pull-out wire 

法〉を行 っても，確実な整復を得ることができない症例

があった

3)われわれの方法は pull-outwire法に比し，解剖

学的な終復位を得ることが容易で確実であった

文献

1) Boyes， ].H.: Bunnell's Surgery of the Hand， Lip-
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2) Smillie， I.S.: Br. ]. Surg. 24: 439， 1937. 
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Mallet finger of bony originの新手術法

A new operative procedure for treatment of malIet日ngerof bony origin 

佐々 木 孝

高山真一郎

堀内 行雄

岩 田 清二

米谷俊 朗

伊 牒 恵康

水 島 斌 雄

高橋 正 憲

内西兼一郎*

Mallet fingerの治療法は保存療法が主体をなすが，

末節の DIP関節面の 1/3以上を含む'目片のある mallet

finger of bony onginけには， 保存械法では必ずしも良

好な結果を期待できないト4) この'討-折の治療には， 仲

筋鍵およびJ:TI筋鍵の牽引力に打ちかち，正しい整復位を

保持する手段が必要である 現在，われわれは!'i家考案

の tensionband wiringを用いており， 比較的良好な成

績を得ているので報告する.

手術法

背仮I[T字切開および等;側縦切聞を用いる.'1T{JlI[皮切の

横走枝は nailfoldの少し近位部に加え，骨折部を展開

Key words: mallet finger of bony origin， intra-articular 
fracture， tension band wmng 

* T. Sasaki， S. Iwata C部長)，T. Mizushima， S. Takayama: 

済生会神奈川県病院整形外科 (e221横浜市神奈川区富家町
6-6; Dept. of Orthop. Surg.， Saiseikai Kanagawa ken 

Hospital， Yokohama); T. Yonetani: 駒沢病院整形外科，

M. Takahashi (助教授)・東京歯科大学市川病院整形外科，

Y. Horiuchi， Y. Itoh (講師)，K. Uchinishi (講師): !i.tJ.lli¥ 
義塾大学整形外科

する 通常，骨折部の背側は伸MJ艇の付着の末梢線維で

おおわれているので，これを横切し骨片を近位に翻転す

る.骨折部を郭j青し，骨折が正しく徒手整復可能である

ことを確認のうえ，骨折よりも述位部の背側から掌側に

li'jけて， 横並びの 2孔を 0.7mm  Kirschner 鉱線で穿

ち， 23ゲ ジの注射針を誘導子として， O . 2~O. 3 mm 

のワイヤーの 1，1州Mを掌側より'IT1lt1Jに抜く(凶 1a). 次

いで，背側'丹片に，骨折面から背側に向けて関節面に沿

うよう注意しながら横並びの 2孔を穿ち(凶 1b)，さら

に掌側骨片の骨折面より竿側に向けて同じく横並びの 2

孔を穿つ.このさい， 'rI折面での孔の位iだが，背側， ~'jt 

側の骨片間で、ずれないよう留意する ワイヤーのI，!，j端を

背側骨片の背側より通し(図 1c)， さらに， 掌側骨片

の背側より掌側に通し，骨片を徒手1往復しつつワ イヤー

の両端を経り合わせ， X線で撃復位を確認ののちに，十

分な緊張が加わるまでさらに経り合わせる(図 1d).術

後は DlP関節伸展位で3週間の外|刊定を行うが， 10日

後よりはプラスチァク製の capとし入浴時にのみ外

すことを許可 している. ワイヤーの除去は行わない.



表 1.結果(追跡調査)

Mal1et finger of bony originの新手術法

症例1]1イ中展|屈曲1
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症 仔リ

受傷| 追跡期間
~手術

l 問 3カ月
23日 6ヵ月

30日 3ヵ月

1日1 9ヵ月。9ヵ月

53日 8ヵ月

21日1 3ヵ月

13日1 4ヵ月

吋 6ヵJl

14例 16mに本法を適用した(以 F症例数は指数で記

載する).内訳はリ)r 12指， I;..T4 m， 作曲告は 12歳か

ら42)，おに分布 しており ，中でも 20代が 7桁 とほぼ半数

を内めている. 受jtJj機転は 151行が球役中であり， 成り

11:1，1転倒である 不IJき腕にやや多く(12/16)，また，

JJ;1j行にやや多いil1ili'j(7/1のがあった.受傷より T術ま

でのJPJlHJは 0~53 11 (、F均 2311). 、|士数は手併ill.'('?fj{ljllli

mlιlを坐していた.

結果

木11を適用した16指'1'，mallet日ngcrof bony ong.n 

の 15桁には， やt.i!Jlfで除I1恨的には良好な

格復と強1，1;lt...I山|定1<1'が得られたが， 小

'i'J" J:ーをれする mallel fingcr of lcndon 

origin (mallct日ngerof tendon origin 

with aVlIlsion fractllre)に適用 した l例

では什片の似淡をノ|ーじ pllll-ollt wirc 

μ、に安更せざるをえなかった

15桁の mallclfinger of bony origin 

のうち， 3ヵ月以 1::の追跡調作がIIJ能で

あった 8例 9指の紡*は表 lのごとくで

ある.伸展制|伎は全指 150

以内で，0。ま

でや1'展可能なものが 5指あった.)/1 i 1111 ~IJIJ 

限は 200
以上のものが 3桁あり，これら
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a. 

~こと

、

C. 

---ーd. 

[ 制|

a.初 診 l時

図 1. 下 11;i (); 

l \~ .，; 
3 {911はともに隙IIIWIIであり，また，術後

X線上限l節団の段差や掌側1lli)~~ r-ll立が残存する格復不良

図 2.J;i:例 2. H.N.， 20 成， lc'H行(イサ，I7例はワイヤ ーの締結 )j

向が逆になっている〉

b.制、il愛6ヵJ1

例であ った。 忠指の使用には:J仰l不I'I I~iを感じておら

ず，j的庁lを訴えるものもなかった.

以下代表例を示す

症例 2.20歳，グj

フットポーノレで受傷 |則的I(liの 60%をつ:む背側竹Ji

があり，常MJIJiJ日t臼を以していた 3迎!日!の保存療法で

民!日1日位の改j存が得られぬため，本法を:k施し術後 6

ヵ月の調有II;~ ， 11]1展制限な く， X線卜もほぼiI常な関I)I'i

形態、が待られていた(閃 2). 



I J 

1496 巻 34・号 12(臨H、?地1'11) 整形 外科 1983年 11月

時判|l 噂開制|
ーにより得ょうとしたものであり， ワ

イヤーに対する支持を爪や末節竹に通

した C-wireによりwてレる 1980年

Nar仰の報告した Zuggurtung法は，そ

の締結ブj向のために'学側'li・片の'II!脱円の

抑止力が不足すると忠、われる また，

川、~
a.初 診時 b.術後 9ヵ月

1978:fp Hamas2)の報告した方法ーは，終

末出tをいったん切離後，縫合するもの

で，早期運動が不可能である 今1"1報告

したJj法は， 1 'f ~ll]'行片を 2 点で支持する

ため凶綻転位の防止に卜分な))があり，

終復位の保持カは末節'行・!'I体で吸収され
図 3.杭例 4. M.H.，23歳，A-;rl'm 

症例 4.23歳，男

ソフトボールで‘受傷. 関節商の 50% を含む背似11骨・片

があるが，掌側孤!悦臼は明らかではなかった 受傷翌

日， 本法を施行し，術後 9ヵ月の調査時， 10
0
のやれ展制

|畿があるものの原rttl制限はなく， X線上もほぼiF常な関

節j形態が得られていた(図 3)

考 案

Mallet日ngerof bony originは， 過{111M外力がもた

らす外傷とされ，腿停止部長11離'行折を合む終末腿断裂の

総称である malletfinger of tendon origin とは受傷機

転が異なる.この骨折では，終末腿の'，'j折より末梢への

イナJi線維が一部残存するため背似11骨片の転{立は大きくな

レのが通例でベむしろ学~!II'iì 片の転{立が DTP 関節の

1'j:側部.脱臼を紹来するという点で問題となる.また，背

側骨片が関節簡の 1/3以上を含むため， l¥!il節聞に段差を

残して治癒した場合には， 将来の変形性関節症の発生

は必雫である このため保存療法が巨体をなす mallet

fingerの'1'で，例外的に手術療法が挑奨されている1ρ.

手術法としては Kirschner 銅線|山j:<E， pull-out wire 

法ぺねじ|占l定などがあるが， 一長一短があり，よい適

応とはし、いがたい 1982年 Adlerりの報告した Zuggur-

tungs osteosyntheseや，千葉らB)による微小 "'J接合法

は，いずれも，背倶1I掌側の 2骨片問の圧迫j;liJ定をワイヤ

るため，現イ1:までのどの力法よりも強川

であると思われる.このため早期運動が可能となるが，

反而，あまりにも強聞な防|定は，手術I侍に生じたわずか

の転位にも!'I完全矯正をま ったく許さないため，正確な手

妓が必要であり，術中X線コントローノレのが;果によ って

は科盤復をも昨さぬ心がけが必要となる

本骨折はli↑l述のごとく過伸展外傷で，中節骨liJlの力に

よる現断'Vf折であり，末節骨のみならず中節骨 jjJiの軟骨

面にも損傷が及んでいる.正確な関節商の整復と確実な

固定を-1'fJ;(とした早期]運動という，関節内骨折治療の原

則!を木手術法は部Iしえるかと考えている.
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Mallet自ngerに対するわれわれの治療方針とその成績

九1alklfinger; our lrcalmenl and reslIlls 

相11 }~í( ~兵

川ず"fí:I I ， jl& 'Iì~ 

山内裕珂fi

7i'{ )冗雅之

井上 久

渡辺'}i; ~!. * 

L、わゆる malletfingcrは lーとして腿断裂によるもの

と末節'l'l'mJlIJ付託，:m料開1'1'1析によるものに分けられる

われわれは両者ともに_l;に保存療法をD¥'、，新鮮例で'，l

Jiが DlP 1刻節面 1/3以 上の京(11J， 1凍旧(JIJ てイ'1リIL~不全fil

l交が 30ο以七のものにあIしてのみ下術療法をr1っている

uゼ 1) 

今 |口 1 ，われわれは 1969 ~4) J より 1983 年 2 月までに

治療をわ った 141症例のうち， 1((桜検診しえた 70長秒11

に検討を)J¥Iえ，保存療法を'1'心として，{'i=Fの女¥1見を得た

ので報告する.

症例

症例は腿裂 52症例1(54 -t:1)，什折 18症(111(19指)で

ある 性別は男ド1:49症例，女性 21京例でリj性に多い.

受傷時年齢は 2~71 iiふ平均 30.8歳であり，分布では20

~40 歳代の受傷が多い.指別て‘はノl~j行 9 j行， 'ドjp.20指，

J3;H行31m，小指 13j行とB目指，中指に多い. /，イ1別では

;.{-inlIJ 43症例，左官IIJ27症例と:.fi側に多い 受(1)j原因は別

名 baseballfingerとし、われるごとく， 野球， ソフトボ

ーノレなどの球技によるものがJI'常に多いが， j行にひっか

けた紅度の些細な外似て、起った仰lが 10t，i'.1111もあり，こ

れらの症例は老人に多¥".受似から初診までの期間は，

1ヵJJ以内の症例が 70lli例'1'51症例と多数を，'iめ，ほ

とんどが新鮮例である

ごA .f書
'口 瓦庶

治療はf!f:存療法 55111(safely pin !~l スフリント C2 折)

アノレフェンスシーネ|山liE2 j行)， 子体I療i辺、 18j行でI}イ，U{は

腿形成体i13 m (Nichols 11、12j行. Fowler 11; 1 J行)，制

Ifll的教似体i3J行，腿縫合体i2 j行である

図 1はわれわれが使用している safetypin J~) スフリ

Key words: mallet 日nger，conservatlvC tl'catmenl， 
resul ts 

ホ Y.Yanagihara (.Wi(:lli)， Y. Yamauchi (数段)， H. Inoue， 

S. Tanabu， M. Numaziri， A. Watanabe: IIIIi天常大学教形
外科 (Dcpt， of Orthop. Surg.， Schnol of i¥lcdicine， Jun-
tendo University， Tokyo). 

ントである 'l;~' ~こ大， rr，小の :1サイズを外来に)11，むし

であり ，症例に応じ処方している 保存療法は初診より

4週まで DlP1長IIlfi過仲良似， P1P 1長1M照曲(立とし.

5，iWj以後は PIP1員lii行部を切り雌してフリーとし，DIP 

関節のみをさ らに 4週固定することにしている.その

後，経過観祭し， ftI'展不全f(1度に悪化傾向がみられる場

合，さ らに nighlsplintとして使用させている Splint 

表 1. Mallet日ngcrに対するわれわれの治療方針

冠五i
骨折(-)一一保存療法

骨折(+)

""" (主に safetypin型スプリント〉

まれに阪~縫合術

骨片関節而 1/3未満→保存療法

(主に safetypin型スプリント〉

骨片関節団 1/3以上一鋭rfrr的整復術

IW旧例

〔受傷より 3 ヵ月以上の l， i~ 例 )

{III展不全角度 30
0
未満→経過観察

イrl'展不全((1度 300

以上一腿形成術

( :J:に Nicholsi決〉

図 1.safely pin )~l スフリント
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表 2.受傷より保存療法開始までのJtJJ問と伸展不全

角度との相関

一 受 傷か ら

係緊¥吾首;iで11ilIi!;:"'P i!M:;O;1
3駐

1
4週註 4週 く

全角度 '----- ~I 

5三 12 10 I 1 I 3 I 2 

10
0二三 5 5 2 2 

2 

表 3.伸展不全角度と患者の満足度

われわれは前述したごとく伸展不全角度のみの評価を

行い優，1:':以 /'.78% と良好な成績を得た.ちなみに高岸

らの評価法でわれわれの成績の，汁仰を行うと優，良以上

が73j行中 55指 75%となり， 1何者で評価の差はほとんど

ない.そこて、われわれは市僚らに準じ患者の満足度をA

:まったく支障なし B 気になるが ADLに支障なし，

C C:悠l訴を残し ADL に支障ありの 3段階に分け， 仲

展不全flJ)丸 DIP関節百HVJ域の 3者との相関関係を調

べた.表 3は患者の満足)Ji:とやれ展不全角度との相撲i関係

であるが，この 2者についてはほlぎ相関している.次に

1者の相関をみるとバラツキはあるがほぼ相関|長|係にあ

る しかし伸展不公flJ)見が低ければ，関節可動域が大

きくなくとも患者の満足度は意外と高l' l、L、かえると

変形がめだっ伸展不全よりもむしろ DIP関節があまり

取りかなくとも伸展付にあ ったほうがよいと考える傾向に

3 2 

患者満
足度

A B 
イ中展
不全角度

50二三 20 (2) 8 (3) I 

100二三 12 8 (2) 

15。二三 4 (2) 2 (1) 

200二三 8 (3) 

250二三

30。二三 2 (2) 

30
0< 

、，ノ
ー〆{町、

11
 

2 (1) 

( )手術症例

装着期間は腿裂 4遇から 12週， ミfl.J勾8.2週， 甘'-1:斤 6週

から 12週， 平均 8.6週で両者の平均 8.3週であるが，

両者に装J雪期間の差をつけていないが，初診より 4週以

|ーの痕例には， より長期に装J7させている

治療成績の評価は仲展不全角度 50以下を俊， 15リ以

ドをH， 25
0

以下を可， 26
0

以上を不可として行った

全症例lの成績は初診時制1展不全角度 26
0

以 上が 73指仁l'

63指 86% とほとんどを内めていたのに対し， 治療終了

時，催，良以 tが 73指のうち 57指，78%と表明Jな改善を

示している.また監~裂では，優，良以下 531行中 43 指 79

%，骨折では優，良以上 19指中 14指 73.9五と若干の成績

の差がみられる.保存療法においては治療終了時，優，良

以上が 55指中 47指 85%であるのに対し手術療法は 18

指中 10指 56% とかなりの差がみられた.これは手術療

法群の うちに隙旧例がかなり含まれているためと思われ

る.次に受傷より 保存療法開始までの期間と伸展不全角

度の相関について述べる(図 2). 2週までの群と 4週

までの群とを比較すると伸展不全角 15
0

度以下の症例で

は差がみられないが 10。以下の症例では明らかに 2週以

内の群の改存度がすぐれていた また 4週以降の症例も

1983年 11月

数は少ないがスフリントの効果もみられるので，まず

splintを使用してみて，手術適応などを決定しでも よい

のではないかと考える.

Mallet fingerの治療成績の評価については，児島1)，

南1際2) らの伸展不全角度で評価し たもの， 辻井3)， 高

岸4)， 稲垣らりの伸展不全角度と DIP関節可動域の 2

者で評価したものの二つの流れがある.

あると推測される

考案

Mallet fingerの治療は Smillie(1937)6)，Stark(l962)7) 

らの保存療法を原則とするものと，Posch(1968) ，Tubiana 

(1968)川 沖下9) (1974) らのごとく症例を選んで手術

を行うものの三つの流れがある.どちらかといえば，わ

れわれはliiJ布の立場をとり主体は sarety pin型 splint

を中心とした保存療法であり， '11'片が DIP関節商 1/3

以上のもの， YJtllJ例，陳旧例で仲展不全角度が 30。以上

のものに対してしか手術を行っていない.

保存械訟に関しては欧米では Lcwin(1925)， Smillie 

(1937)6)， Stark (1962)7)， Stack(1969)， Mikic (1974)， 

本郊では辻井，江川(1967)へ諸橋(1967)，稲垣(1975)引

らが積々の高IJ子などを考案し，優秀な成績を報告 してい

る. ここで問題となるのは101;1定期間と同定関節を DlP

関節に限定するかという点である.国定期間については

従来より 5~6 週で卜分であるという考え方が主流を占

めていたが，成績の行仰により南篠宮) らは 8~12 週， 三

浦10)は6週以 tの長期の同定が新鮮例でも必要であると

述べている その説はわれわれの現在の1，1;1定期間8週以

上ということと考え方は一致する.次に問定範囲の問題

であるが DIP関節のみの固定でよいとする意見がある
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が， われわれは PIP関節まで合めたほうがよ り機能解

剖学的に適切であるという考え方より 4週間 PIP関節

まで国定している. これて、も全J行川il:とい うわけて‘なし、

ので患者の不 l'IIIIJ!tはそれほどでもないと巧える

まとめ

1 ) 男性お よび 20~40 歳代の受傷が多い.

2 )右側および環桁，中JI'iの受傷が多¥"
3 )受傷原岡は型f'J求，ハスケットボーノレなどの球技が

多い ようである.

4 )鍵裂と骨折の成品目にはほとんど差はなかったが保

存療法と手術療法では後者の成績が劣っていた

5)保存療法においてスプリントを早期に装おさせた

ほ うが成績がすぐれていた

6)患者の満足度，伸展不全角度，可動域の相関では

{ljl燥不全角度が少なければ， 可動域はわるくとも，忠、者

の満足度は高いようである.

文献

1)児島忠雄ほか :整形外科 20: 1433， 1969. 

2)南保文昭ほか:同上 29: 1220， 1978. 
3)辻 井 潔ほか ;向上 18:350， 1967. 
4)高岸直人ほか:同上 20・675，1969. 
5)稲垣正治ほか:向上 26: 1329， 1975. 
6) Smillie， 1.S.: Br. J. Surg. 24: 439， 1937. 
7) Stark， H.H. et al.: J. Bone Joint Surg. 44-A: 1061， 

1962 

8) Tabiana， R.: Surg. Clin. North. Am. 48: 1015， 1968. 

9)津下健在比 :手の外科の実際，南江堂，東京， 1974. 

10)三浦隆行整形外科 29:1232， 1978. 

最近 14年間に治療した malletfinger についての検討

AnaJysis of mallet fingers treated in the past 14 years 

蟹江純 一 三 浦隆行

Mallet fingerは幼児より老人にいたるまで各世代に

わたり日常よ くみられる指の外傷の一つである Mallet

変形を生ずる原閃としては各種の外傷によるもの，すな

わち終止鍵の皮下断裂， *.ílí'í骨終止!院付~\{f-ß の剥離骨

折，開放性損傷て‘の!此および骨に対する直接の損傷など

があげられる.これらの原凶別に，また成績に影響を及

ぼすと考えられる他の諮問'f，すなわち年齢，治療開始

時期，治療方法な どに関してn験例について検討を加え

た.

症 仔4

当院で 1969年より 1982年までの 14年間に治療した

rnallet finger は 383{71jであり， うち男性 288例， 女性

95例で男女比は約 3:1であった. 受傷指は右{l¥IJに多く

環指，中指， 示指，小指の JI~lであり， Stark1
)， Abounaわ

らの報告とはやや異なる(図 1). 

Key words: mallet finger， splint 

本 J.Kanie， T. Miura (講師)， R. Nakamura， M. Suzuki: 

名古屋大学分院整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Branch 

Hospital Nagoya University， School of Medicine， 
Nagoya). 

'1'村翠吾 鈴木正孝*

原因としては終止腿の)Jn断裂，末節骨の骨折などの

)J，:下損傷によるものが 292{7IJと切創なとの開放性損傷に

よるもの 91例の約 3倍となっている. また皮下損傷例

の中でも球技によるものが 156例と全体の約 41% をI'i

めている.

年齢分布は 30歳代がも っとも多く 96例で，以下 20

歳代，40歳代， 10歳代の順で減少する.

受傷より治療開始までの期間は 1週間以内が 137例と

約 1/3 で，以下 1 ~ 2 週， 2 ~3 週 4 ~ 5 週の!順で減

少する. また 8週以降に来院した|煉旧例も 74例と多

し、

末節骨骨折により生じたものは 134例と全体の約 1/3

であった.

:A 
，ロ 療

関節内骨折で DlP関節の亜脱臼状態をさ益するような

症例，および手術適応と考えられる隊旧例を除いて，新

鮮例の大部分，および陳旧例の一部にもス プリントを利

用した保存的療法を行 った. スプリントは辻井，江川3)

らの考案した DIP関節のみ伸展位に固定 する コイノレ

パネ型スプリ ントに準拠したも のを使用している.

----.IIOLJ 
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男 2朗例

女 95例

計 383例

図 1.j，i 例 数

DIP関節可動角度
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図 2.成績"ド印li)，刊I[

1983年 11月
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図 4 治療開始までの期間と成績

たj，j'.fタ11も合むが， )1倒的にhx:o'1が不良で，保存的治療が

俊 ・良介わせて 73%であるのに対して 35%にすぎなか

った. とくに不可例が 50% と非常に高率であった. 末

川;ぇLJUW\Iは以 ~(Iりには 6 迎川の完全装片l ののち， j，E状 uN'il"'，'j折のあるものは 76例で骨折のなレものに比べて

の悪化がないか確かめつつ徐々 に袋行時間を短縮し 3 ~ とくに有志;の差は辺、められなかった 年齢別成績では

6ヵ月で完全に除去すること としている 10歳未満が似 ・良介わせて 84% とも っとも成績が良好

DlP関節|人j竹折例で末節'I'J'の令。!II転位があるものや で，20歳代， 30歳代と年齢が向 くなるにつれて順次恕

保イfイポ t1、を I試みても効*tJ、 t.c くかっ1~::JJltの iîli 1111 '!1_' Jf}を'1 化する似li'lがあった〈凶 3)

じている|城川作IJなどには F体r~(J った 受It)jより治療IHWiまでのJW川と'j¥(総については，受(t;j

治療 成 績 後 1~1:\IUI)1のもので F忽!以 l:にわるく ， 1 ~2~のも

治療成績は治療開始後 2)J)] U 1 :経過観祭が "r fì~であ のが似 ・良介わせて 82%と--/許μUであった しかし，

った 226f1IJについて検什した 全症例lの383WIJに比'1佼し 2 ~ 4 迎のものでも 1 ~2~に比べて遜色のない)えがtが

てがJ60% と少ないのはf川J~tJ;特徴なわりに 村l、'HdWの 仰 らAlた どI~以後では不 "f(ýIJが W/}JII した(凶 1)

f，ilf，!iJ切|片lが必吹であるため松初から治療i口、欲のないWlj， 次いでJx.ート損fvjとIJfl欣i'J:1Jl(勾によるものとの比較であ

また途中で j ， 'I ' ~)\が改 託してきたと〈こるで米院しなくなる るが皮 卜損傷伊IJでは似 ・良ffわせて 79%， IJfJJjl(性t.nfμ

例などが多レためである. では 54% と当然ながら IJfJ欣性損傷によるものの成泌が

!J!i:績 ~Hlllili~上 )1. i I川らのl沖uIIi)，主催3)を参与ーに， DIP わるい. !文下損(i)jのうちでもとくに);対立によるものの成

IXI節仲版不)Lf(11立と DlP 関節"f動[(11立を制lみ合わせて SJ{は良好で優 57%，良 17%で計 74%であった. また凶

作成したH千 (J lli)，~i\1 に従い，俊 ・ lミ ・ "f ・ 不 "fの 4 段階で )jl(i'l拡ifi)jのうち切.ijllとその他の損傷によるものとの差は

，l'li(Jlliを(1った (以12) それによると 226例のうち阪は

106例で約 1/2をIliめ J込46WIJをJJIIえて，il67% に満足

のゆく IJxJ;uが斜られた

保存的治療(1IJ189例と手術治械がなされた 37例につ

いて比較すると手術例では当抗以外ですでになされてき

dめられなかった

まとめ

Mallet自ng口についての乾告は Scgond(1880年〕

以来， 多数みられるが， その治療法は報告者1，←6)によ

りさまざまであり，治療成績も一定していなかった 近



kl:近14年間に治療した malletfingerについての検討 1501 

年スプリントを使用した保存的療法で新鮮例については 状が消退した時期に開始するのがよく 2 ~ 4 過にても

良好な成績が得られることが判明し，広く普及するよう ほとんど 1~ 2週と同様な結果が得られたので 4週以内

になった. しかし|涼|日例のみならず新鮮例においてもな は新鮮例と考えて治療が可能であろうーまた 2ヵ月以上

お保存的療法では良好な結果が得 られない症例はしばし 経過した症例中にもス プリント装用で良好な結果が得ら

ば経験される.これは mallet変形を生ずる原肉が多彩 れるものもあり，安易に手術を行っていたずらに機能障

であり，また年齢，治療開始時期などの諸因子がそ官接に 害を招く IIIiに関節拘縮の改苦も兼ねてまずス プリントを

関与しているためと考えられ，また治療がかなり長WJと 使用することも有用であろう.

なるため息者の治療に対する熱立も関係していると思わ

れる これらの点を i'I験例について検討した結果次のよ

うな結果が得られた.すなわちス プリント療法は骨折が

DlP関節の脱F1'1'1'折でない限り什折の有無にかかわら

ず有効で，とくに皮下損傷に対して有用であった.また

40歳未満の症例 においては良好な成績でとくに若年で

あればあるほと.有効であった 治療開始時期は受傷後た

だちに開始するよりも ， 1 ~ 2迎経過し，局所の炎症症

1) Stark， H.H. et al.: J. sonc Joint Surg. 44-A: 1061， 

1962 

2) Abouna， J恥1.ct al.: Br. ]. Surg. 55: 653， 1968. 
3)辻井潔ほか・災害医学 9:695， 1966 

4) Pratt， D.R. et al.: Am. ]. Surg， 93: 573， 1957 

5) Mason，恥1.L.:Lancet 1: 1220， 1954. 
6) Robb， W.A.: J. Bonc Joint Surg. 41-B: 546， 1959. 
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蛍白'ITVS carbon 

近年， rcぞonslructiveslIrgcry fこ implanlが(1!JIJされ

るのは常I織となったが，その1m'fCはぷ材であるれやRのfT

f立や刈分 f化fl物の発述に ('lうと己んが大きい 千刊Fの

.#材が implanlに}HいられるJ必{i，inlplantとして機能

するさいの強さや， '1 f*飢餓 ・般による化'下的腐食， 変

性退化，機械的摩滅に加えて， JdVIIi¥1 iJ!.!川された結果生

じる披')Jなどのnu題がすべて克服されなければならな

い またそれ以前に，まずノ1:.休との必介('1，がなければ使

川できなレー したがって， implanl J}日発の庇!とは素材保

ボにあったとい ってもさしっかえないであろう .人工鍵

のI)fl廷にIxlしてもまたしかりである しかし人工l投開

仰の|出発初期にJlll、られた象牙， 金 viscaloid，pyrex 

glass， bakelilC， vilallium， slainless sleelなどに比べれ

ば人 1)凶に}Ill、られてきたぷ材はそれほど多くはなく ，

初期lにおいては制i糸のほか一郎の金属が佼われていたに

すぎない

人 1)駐日日発の }JtL~とは Lange (1900， 1902)が制i糸京を

}II，、てl試みた艇の延長に端を発する. しかしこの科i糸

*はその}i;j凶に豊富な線維組織を形成させる血nしん材料

として働いたため，逆にその滑走を妨げるがi栄を招い

た， Hengeら (1914)は絹糸で，延長した艇に 十分な滑走

能))をつくりだす"的でC'argilc版 (chromicizedCar-

gilc mcmbrane)や欽ばくによる被桜をfJったが 耐jιな

結決はfltられなか った その{た第 二次III:!JI.大戦後しば

らく経過するまでは人 | 腿に関する研究は~Il、刊 1断され

ていたが，Jn上後のイl油化学の発i主によりっくりだされた

多くの介)JX r'::j 分 f材料の111mがjI~ひ多くの研究者の開発

辺、欲をかきたてた すなわち，polyamidc (ナイロン)，

ふっぷ結111行Pl'FE (テアロン)， polycslr (ダクロン〉な

どをJlI，、た人 |血rの1m発が胤んに行われるようになっ

た しかし， aClivc lcndon proslhesisをけ的として開発

されたはずの多くの人J:艇は，それぞれが筋 ・腿組織や

'1'1組織とのよ主介綿に特徴ある 1:夫がなされていたにもか

かわらず，大市分のものが接合部において破綻をきた

し，車lJ川6

do出shcωal山hJf.防Jμ)JXのための lendons叩pa紅cc口I へと j必)Jド('1川中転lム!d奥を

余i儀益なくされた Hunt出e町r(ο1965町)の 1ωcn吋do加n s叩pa舵ce町rは

その{代~)ぷJ例として現在広く斤用lハL、られている

泉類 14 切l
く滋賀医科大学整形外科/

しかし， 1970 年代にはこれまでのものとは;Nなった人

|腿が欽場したその一つはJenkins(1977)らのはrbon

implanlである.彼 らは生体臓:li}組織がj:':j中にj)(ぷ化fT

物を合んでいることに13二1:1し， carbonが'1:.休にれ抗な く

受け入れられると判断し carbonimplantを開発した.

もう 一つは筆者 らの telopeplides-poorcollagenを}I]l、

た人. 1 .腿である.これは査 1 ' 1'l'1加水分解~U~により 処埋

された lropocollagcnは telopeplidcが減少しているた

めにbUJit性が低 ドすることを利用した蛍|ι11'1の implant

である

コラーゲンの J，~{礎研究は 20 年以上 Jìíjからなされてい

たが，その応川はごくわずかの限 られた範聞にとどま っ

ていた。そのJlI!IIIとして不的性コラーゲンの治解がィ、i可

能であったことがあげられる しかし静ぷによる処理

はこの不治性コラーゲンを単に溶解可能にしたばかりで

なく， bUJi(VI，の問題をも解決してしまった すなわち，

lclopcptidcs-poor collagenは蛋(1質なので創11胞の成長に

都介がよく ，また，生体内で消化吸収され うる さらに

合成応分 fほどではないが造形加」が可能であるなどの

利点を有している.

Jenkinsらの carbonimplantと筆者らの蛍l'lT1(コ

ラーゲン) implantは どちらも implanlがそのままt幾

能するのではなく，トー体のっくりだす紘鮒組織により

implantが順次吸収 ・i位換されて:iM:J凶組織として機能

するも のである 事者の知る限りではこのタイプの人J:
腿はほかにはみられない. したがって，これまでの合成

高分 fによ る implanlとは異なり， 腐食 .j([性退化，

摩滅， j政'J)'といった点に川!越はない.また，どちらにも

異物以応はほ とんと。みられず，さ らに， 強さ(b'L')長)J)

についても川)鍾はない，ただ，生体組織による吸収 ・ili

換によるものだけに}，'，lVMil織との癒着は，わずかではあ

るが， 避けがたい

現イlのところ，残念ながら Jenkinsらの carbonが笠

おらの蛍I'ITl(コラーゲン〕より一歩先んじて臨床応用

(籾'li;'形成〕にはいっている.

M:近では蛍l'lT1(コラーゲン〕も carbonも人 u虻だ

けでなく名分野で用いられる ようにな ってきているが，

さて，“蛍1'1質 VScarbon"明日の軍配はどちらに ?

............ ・ー・.........._.-........._....‘一・・.・・e・・e・・.・・・・.・ー.......・ ..・・・..・，・"・・・.・・.・"・・.ー.ー"目・・・・.・ .・.・・・ー・ー.・.・"・・.・.・・"・・.・..".，・・，，'一・ ・・.・....一・ .一・.'・4 ・・..-._.
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!ス ネルセッション IV.carpii示…lityl

手関節 7方向撮影による手関節迎動の検討

Radiological investigation of the normal wrist motions 

二見俊郎 米本光一 馬淵 1111資
TI..，"* 塚本行男 山本

近年，外傷後の rl刻節i'rilの不iC悠;¥}fにがIし carpalin-

stabilityとし、う概念が導入されている.このような扶忠

群の診断治療に当たっては， X線船影が必須である 1，2)

しかるに，制影方I"J次第で手似什X線像は大きく変化す

る.ちなみに主著の手関節j側面i像で，¥1訓11した結決では，

radio-Iunate anglc 20"， scapho-Iunate angle 510， capito-

lunate angle -100であるが， これを 50supination さ

せる と， おのおの 3.5"， 460， -120さらに 10
0
supi-

nationさせると _50，400， -250となり ，50 prona-

tion ui:では 00，540， -16ο， 100 pronation 位では

_1
0
， 52

0
， _220となり x線J最影時の子のわずかな

「ねじれ」で手恨什のなす角度は大きく変化するといえ

る.まず，このようなX線撮影時の誤差を最小にする必

要がある.

この 11的のためにわれわれは dynamicmovementを

含めた iTlxJ節 7ブjJ('JX線顕影」を試み，今凶は「正常

人」の radio-carpal および mid-carpal の動きを検討

したのて'y.iHりする なお調査対象は，手|某l節になんら愁

訴を有しない 20歳代の男女 32名，64手である.

撮影方法および測定項目

手関節 7力|付似影とは，以 ドの七つのIIJd立でのX線検

査法である.

第 111立位 neutral lateral view 

第 2肢位 maximumvolar Aexion (lateral view) 

第 311支位:maximum dorsal Aexion (latcral vicw) 

(図 1) 

第 411主位:neutral P-A view 

Key words: radio-lunate-scaphoid-capitatc anglc， .ca-
pholunatc-triquetral gap 

ネ T.Futami (講師)， K. Yonemoto， K.，ルlabuchi(議自[i)，

Y. Tsukamolo (助教授)，M. Yamamoto (教綬):北里大

学盤形外科(Dcpt.of Orthop. Surg.， School of Mcdicine， 

Kitasato University， Sagamihara). 

第 5肢位:maximum radial deviation (P-A vicw) 

(図 2) 

第 6肢位:maximum ulnar deviation (P-A vicw) 

第 7Jl主位 :grip position (P-A vicw) 

し、ずれの11主位でもjil，j1J¥1卜予を|叶H与に似影するのが特徴で

ある.

d!IJ定項 11としては，側面X線像より radio-Iunalc

angle， scapho-Iunate angle， capito-lunale anglcを， '11 

而X線像より scapho-Iunategap， luno-triquctral gap 

を選択した なお供j求までの距雌は 1m とした さら

に角度の記載刀法に|刻しては，より末梢の竹のなすflJが

中継側のそれに比'1安して背属している状態を プラス角と

した 統計処理は，コンビュータを使用 し，平均値，標

準偏差値を求め X2釆検定を行った

図 1. 第 3肢位 l¥1aximumdorsal 

Aexion 
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図 2.m 5肢{な Maximumradial dev削 IOn時のX線所見 (P-A 像〉

angle 1 

posl(Jon 

ncutral latcral 

volar Aexion 

dorsal Aexion 

表の見方

radio-Iunate 

50土14.10(28 0 ~-2r) 

38.40士7.10(51 0 ~25 0 ) 

-32.40土7.r ( -440~ ー 1r)

例:平均:t t~~準偏差値(最大値.......fti小他)

表 2.

gap 

表 1.

scapho-lunalC 

54。士110 (72 0~26 0 ) 

780土11.60(900~40 0 ) 

34.4。土100(550 ~Oω 〉

capito・lunate

l -68土10
0( 14 0~ ー 270 )

43.r土9.9'(59 0 ~22. 5 0 ) 

-4r土80(-680~ ー 28.5 0 )

scapho-Iunate luno-lriquctral 

大きく変化することが以前よりの川題で

あった.そういったぷ味て、今1''1われわれ

は，だれでも容易に応用でき，かつ鍬影

時の前述したような artifactをできるだ

け除外しうる方法のーっとして左イi両手

を比較する手関節 7ブfI[，jX記長船影訟をぷ

みたのである. このような条例ー 卜で「正

常ヒト」の carpalbone の dynamic

movcmentを検討したわけであるが，得

られたが:よli:を分析すると，まず， neutral 

laleral view で， radio・lunale，capito・

posltlon 

radial deviation 
-2.1 mm土1.3mm

0.8mm土O.6mm
(1. 0 mm~ -3.2 mm) 

I -2.5mm土1.8mm
al P-A view (/2v~~'~6~O~~') 0.6 mm:t 1. 36 mm  

ulnar deviation -2.9mm土1.9mm
0.9mm土0.5mm

(2 mm~ -7. 5 mm) 

gnp poslllon 
0.8 mm  + 1. 7 mm  

0.9 mm土0.6mm
(1. 2 mm~ー5 mm)

結果

k:1iTによ る切らかなJE只は認めなかったので:1iHlI!

のみのがi%をノj、す.

ぷIにおのおのの JJ主位での radio-Iunate，scapho-

lunatc， capilo-Iunale angle を表 2におのおののJJSiU/:で
の scapho-Iunate，luno・triquetralgap を ;J~-?-. 

考察

Carpal boneの malalignmenlを本観的に判断するに

は， X線撮影が必須である. しかるに，手以'，'1のX線所

見は，船影時のわずかな「ねじれ」でそのJE長状(角度〕は

lunale angle にパラツキが多い点であ

る とくに radio-Iunate angle に凶してはその正常域

が 50リもあり， その臨休的広義は少ないものと忠われ

る3ペ Scapho-Iunaleangle は，平均値 54'土110であ

り，Linschcid らの幸itflfとほぼ一致している Maximum

volar flexionから dorsalflexion iこし、たる radio・lunate

anglcに以|しては， 700の可動妓を有し， ごくわずかで

はあるがi''f照時のそれが多いことがわかる またこのと

きの capitate は 90。可動域を有し， 逆に学;屈時の可

動域が多いことがわかった. この結果は Shahan らの

報告と若干異なっている また， scapho-lunate angle 
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に関しては volar ncxion 時平均 180， dorsal flexion 

時 20
0

と radio-Iunatc angleの変化のそれと類似して

いる

Scapho-Iunate gap に|対しては，grippositionll!f O. 8mm  

土1.7mmと若干ギャッフが拡大する傾向があるが，それ

以外の11主位でもそのギャッフは 2mm程度(carpalbone 

がmなった場介はマイナス角，1m，、た場合はγラス角と

記載〕であり ，かっパラツキが多い とくに Linscheidめ

が述べているように neulralP-A viewで scapho-Iunalc

gap 2mm 以 tを scapho・Iunate dissociation と考え

carpaI instabilityの ・つの診断法準とする力法は疑問が

ある というのは，今1"1のわれわれの調脊で正常人にも

このギャップが 2mm以 tの例を見出したからである，

Luno-triquetral gap についてはいずれもバラツキが

多く ， Arkl回 S5) らの執行と呉なり JJ主{立による特徴的な

所_}~は1~J. られなか っ た .

以 1'.. x線r9f.¥止のみで carpalinslability の診断を決

定するのは危険があり ，carpal boneの dynamicmovc-

lTI cnt は例人I~::がある こ とを | 分に認!Î1'íXした うえで， 受

(t)j機JL 同所lifr凡 (圧術， i'I発痛な ど)などを参考に，

Jb)介によっては arthrography，cineradiographyなどを

応川 したうえで，総代的に判断すべきであろう .
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手関節機能撮影における制影支持装置と手根不安定症

Support for the motion study of the wrist and carpal instability 

'I'H掌 ;fj 三 川 |径行

F似不安定症の診断にはX紛~Ý/J'C透視ドでの在日祭，

関節j色修，凶節鋭 x線1!')(1"'jがイj川 とされる.このうち

X線びJr~工作組の 11州立.でとる必~があ り，強~IJiJ 卜kを;守め

このための船影を Linscheid')らは mOlionstudy と11ヂ

んでいる ここではこうしたJj~~診を手関節機能服影 と II-Ý

vぶこととした

この機能版協のNLには.. U のごとく多数のものがあ

り，static inslabilityは比較的作坊にl診断できるが dy-

namic instabililyは作純強制J(2L の似t~で 切 らかにな る三

とが多い えr際にjJ以診をfj，、，説影をするとき， JMt[;の

IJ主位が不:ム:J.Cで}呼現ド1:の乏 しいこと .，:lml]の基準となる

中間位の側1(li像が得がたいこと さらに計淑IJ時基準線の

引き方で I~!l~が生 じやすく，ことに)íJ 状 '1'1'の H: '!q !iは判読

Key words: wrist， carpal instabiJity 

* R. Nakamura， T. Miura (助教授)，M. Suzuki， J. Kanic 

名古屋大学分院整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Branch 

Hospital， Nagoya University， School of i¥ledicine， 

Nagoya) 

鈴木正 孝 蟹江純一*

しにくいことなどの困難がある また現段階では carpal

lnslabilily のすべてが切らかとなっておらず，どのよう

な JJ刻~Ilの山影がイrJfJ か， まだ ~. !伝の余地があ り，;診断|剖

:l!ilなときは透悦下の在日当ちなどが必要 となる ここではこ

れらの川)越のうち，IJ主似の不安定性をと り除き'Pf.lJ!.i'l:を

I'.-:Jめるため凶 1のごと き縦影HJ支持法JiF1『を考案したので

使)IJ粁験 も合めfM1';する.

装置の概略

先~f ì には回 1 1 のごとく 前腕会 [I'jじとす る 部分と Æfj))川 レ

表 1.手l刻節機能船影

1. A-P正川'l'Ii¥J(古.

率引，圧迫，渥りしめ

2. P-A 正1(li

11~大腕 ・ )~JI凶位 ， rl' 1:¥](立

3. nllJI(日中Ii¥J(占ー

牽引， 圧迫，握りしめ， 背但IJ移動， 毒主側移動

4. 側 I ITi 最大i~ ・ 掌屈位
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架台

正面jlJj周アダプター

幸二司 lktEh
図 1.保影用支持装i行

図 2.似IJi商像中間位撮影における使用状態

ーノレがあり， レーノレ Hこ凶イ7のTj二j(!i像あるいは似111m像撮

影川アタフターをとりつけて佼期する.以12 は~lIl l自中間

位制影での使用状態であり，手段l節の俊尺屈運動は架台

とアダプターで規制されている また規制しにくい前腕

のi"l内外運動は手から指に当てたアタアタ ーにより妨げ

られる したがって手関節は掌背I:J:迎fljJのみが"f動性が

大きく，他の方向の運動は規制される このよ うな桃造

のため正iuiおよび側面中間位の撮影が確実に行えるばか

りでなく，ことにII}位が不安定になりやすい強制Ij{立の娠

影もアダプターを強制位に1，1;1定することにより粋必に行

える.

側l酎像での装ijii.による!波伎の安定性を確かめるため 2

JN'j 同時録影を辿絞撮影装j，~!<で行 ったが，中間位ではïE

I(ri像，側面像とも侠骨長~ijh と第 3 中手村長 'I qhのつくる角

は0'前後と良好な結果を得た しかしがt尺屈運動は筆

者の手関節で検討して約 10
0

の動きが，n五}J'手m，脅迫!動

に「ドって起きてL、た.これは軟部組織のみの1;lil>i:では多

iD;a健常手の範囲

7 (K楠)

例自 (sP)

60 

~厨角度一手関節ー背屈角度

図 3.Radiolunate anglc (権忠手)

怒沼 健常手の範囲

60 

耳障屈角度一手関節ー背屈角度

図 4.Capitalunate angle 

少の11友位の変化は起ることに起因すると思われる. しか

しあまりしっかり固定すれば必要な運動， 11正位がしに

くくなるのでこれ以上強い固定は好ましくないと考えて

いる また，計測時，舟状骨長恥hの判定て、も同程度以上

の誤差が予測されるので，臨床に用いる支持装置として

はこの程度のものが適切であろう ー手根骨間角度を側面

像用装置を用いて検討した結果は昨年報告したものめと

同様であったが，計測点はより線上に近くなり，計測精

度の I ~'J 上をうかがわせた. しかしながら支持装lUを用い

ても 50程度の差をも って有意とするのは危険で， 10
0
以

上の差をも って有志とすべきであろう.

症例と計測結果

計狽Ijの対象とな ったのは健常手では 13歳より 73歳ま

での 21手関節， 異常手では 29手関節の計 50手関節で

あった.災常手にはji}状'1才，月状'j'j間雌解 5手，手叡中
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央関節不安定症 2手 Kienbock 病 13手などが含まれ

る.計/)[IJ結果は昨年報告したものわとかわりはないが，

グラフ表示を用いて検討する 旋'~j'，手根骨間関節の変

形の有無や可動性を反映する radiolunateangleでは当

然のことながら dorsiflexioninstabilityの形をとる各種

手根不安定症で月状骨の背屈位を反映してマイナスの値

を中間位でと っている. 一方， Kienbock 病では 1例を

除き正常範聞の値をと っていたが，可動性のわるい症例

では図 3のJiH9"1j22や 24のごとく隼照時 radiolunate

angleの変化が小さく，本症の掌屈制限は焼骨，月状骨

間の可動性不良に起因することが確かめられる(図 3). 

一方， 手桜中央関節の状態を反映する capitolunate

angleでは dorsiflexioninstability の形をとる不安定症

では，いずれも手根中央関節での背原凸の変形を反映 し

て低値を示す(図 4). Kienbock 病ではこの部位での

障害の少ないことを反映し異常はほとんど認められな

かった.掌背照'=1='間位での側面像の計淑IJ偵のみをみると

本症では扇平化のすすんだ症例を除き，異常はなかった

が，ここで示したようなグラフ表示をするとより動的に

解析でき， 本症の病態解明にも役立つものと考えてい

る. このように手関節の機能撮影は狭義の手恨不安定症

の診断に役立つばかりでなく Kienbock病の病態解析，

経過観察や舟状'IJ'骨折の癒合状態の判定などにも応用で

きることを強調したい ここに示した撮影支持装置はこ

のような応用もできるが，強制位のとれる方li，)が学背屈

運動と焼尺屈運動に限られるため，強制の方法によ って

は使用できないことが欠点であろう .

文献
1) Linscheid， R.L. ct al.: J. Bone Joint Surg. 54: 

1612， 1972目

2)中村毒事吾ほか :整形外科 33: 1745， 1982. 

正 常 成 人 手 関 節 造影像

Arthrography of the wrist joint in normal adults 

小 林 品 上野博章 徳永 純 一 福元敬二郎

西嶋 ~ Iて夫 Jjlli:子生健一 王 :亨.弘*

近年論議されている手似部不安定性を合め， 外傷や炎

症などで手関節の内部構造およびその変化を知ることは

重要である.この観点よりまず正常成人下関節造影を行

っfこ.

対象および方法

上肢になんら既往jJ.および悠訴のない正常成人 31関

節を対象にした 便宜上これを年齢的に三分 した 16~ 

29放の 10関節(¥1洋)， 30~49 歳の 10 関節 ( TI 群) ，

さらに 50~75 歳の 11 関節( llI lil)である.

造影斉IJは 60% ウログラフィン 2~3 mlを使用した

被験者の手関節は軽度掌屈位とし，短院側手根{1¥1筋と指

Key words: arthrography， wrist joint， normal adult 

本 A.Kobayashi (院長)， H. Ueno， J. Tokunaga (高IJ院長)，

K. Fukumoto， T. Nishijima， K. Kalミ00，T.Oh:福岡整形

外科病院 (e815福岡市南区柳河内 2-10-50;Fukuoka Or-
thopaedic Hospital， Fukuoka) 

仲筋!陛の陥凹を触角l し，これをìl:人部としてi:il1~.注射

針は 23ゲーシを用い， 方向は末梢似IJ より中枢~!IJに向か

うようにする.注入中 image intensifier で拡散状況を

観察し， 軽度牽引を加えつつ A-P， 側面， 阿斜卜九

段 ・尺屈{象を撮影する.

正常像 (図 1)

変性所見の少ない青年WJを例にとれば，まず A-P像

では院側に近(立手根列をとり巻く pooling が認められ

(焼骨包)辺縁は平滑である.尺側には 三角線新fiI次'，')'

( triangular 自brocartilage; TFC) が明瞭に認められ，

尺側端では半月板 (meniscus) とのあいだに prestyloid

recess が存在する さらに尺側末梢側で豆状 ・三角'H'

関節と交通するものがあり (45.2%)，形態は 2個の

recessを含めあたかもネスミ状を呈する.回外するとIi.

状骨をとり巻く関節腔がさ らによく摘出される

{Jll]而像では pooling は近(伝子似'R列をおおい千:{JllJの

L 1 ~ 
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L triangular品brocartilage 2. prestyloid recess 3. piso-triquetral joint 

4. radial bursa 5. volar recess G. recess 7. recesses 8. menIscus 

a. A-P 像 b.側 而 { 象

図 1.正'I!';像 (23歳，男〕

(矢印)1. triangular fibrocartilagc より 山浩影剤山漏

h 2， intercarpal joint へυli1:rH

図 2，尺'円の plusvariantにおけるj山形像 (29í，~ ， 

男〕

籾'~1}1作より形成される陥凹と，これより突出するさまざ

まな rccess を観察することができる. とくにも っとも

近位の rec白 S は必ず存在し茎をも って連結するように

Hlill¥される.

日立すべきことは述位続尺関節 (DRUJ)と千恨間関

節(JCj)には交通が認められなL、ことである.

隣接関節との交通

lおよび 11併の DRUj と ICj への交通は年齢と

Il'cl係がなく， U'fではそれぞれ4.0%， 30%， II群では

20%， 30% で(i，d30%と30% である しかし， lIlMで

は包Jiliに頻度が大きくなり 72.7%と90% である. しか

し高齢者を|徐き CM I)!.]i!ijまで造影されるのはほとん

どなく， lCjまでである

また，いずれの群においても DRU_Jへの流入をみる。11ではパ'，'，;の plusvaJ'iantのものが多く(関 2)，71.4

%がソラスである

'.1状'!'1I¥!lilijとの交Jt(HJ"fc船とIxl係がなく 45.2% であ

る

加齢による変化 (凶 3)

40歳以後では pJ'cslyloidrecess の変化がけなち始

め， TFCの変性が:I¥mし， 50政以降では zetovarrant 

でも DRUjとのうえi凶がほとんどの秒11で存荘し， 60 段以

降では ICj の結合の弛みが諸められるようになる.ま
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図 3 高齢常における像 (75歳， 女)

CM I剥節までにいたる造影剤!のJJl;散 母指 CM

関節にも認められる 梼側包は中枢1mと末梢部に二

分される これも変性において出現しやすい像で

ある そのほか recessの不整化も著切である.

1509 

P

M

T

D

 

P : piso-triqllctral joint 

M : ITIel1lSCUS 

T : triangulal品brocartila胃C

1) : dislal radio・ulnarjoint 

図 4 下関節構造シェーマ

月板と似ている(1，::<14) 子関節では TFC と半月阪が

これに相当する RCj と DRUj，ICj との交通は 20~

40%認められるが， 加I齢とともにとくに 50歳以降では

急速に噌加する これは籾帯， TFC の変性によるもの

と考えられる IF 'i l~例における交通の頗皮は DRUj で

た CM 凶節にも交通が生じ，recess の輪郭の不強化も は Kessler 7 %， Trentham 14.5%， Harrsion 16%， 

認められるようになる Lewis 60% とかなりばらつきがある これは民体仰木

機 側{象 による確認とJ4影の疋や年齢柿IJXによると考えられる

正常{象では焼~!lI/~が認められるが，その頻度は， 1， また ICjて'Itliij記符Itたちはそれぞれ 15%，27%， 13 

11. m ~洋で 8， 6， 10関節に認められる。 そのうち 11~町 %， 36~40%の頻度をあげている .

の 3関節， 111鮮の 4関節は背{JlIIで二分された像として :1'， しかし 司't'{{!'-WJfこおいてもパ骨の plusvariantが人

現した (図 3) これは背側焼付手似靭イi;・によるもので きく 関与していることはゆl似てで， DRUj と交通を有す

あり， ICjが造影される例で/1¥現 しやすい. すなわち る例の 71.4% がプラスであった この点からも ffilnus

二分されるものはIY，I節料fTの変性が強L、ものに多く認め variant の Kicnb凸ck 州とのliJ係はかなり l論じられた

られる が plusvarianl の及ぼす影響も無制できないと号え

掌側の recess像 る。I~実われわれの Kien bäck 州に対する 1;'(I' J' X~i純術後

これは強力な";;':Mの諸籾仰の川隙より山刻するもの mll1us vanantに変化したもi例に)(Iflllの;仰向lが発'1した

で ， 常にιιするのはもっとも '1' 似~!l1に茎をもつもので ものがあることからもノJ;I凌3れる

ある 年齢がすすむにつれ recess I'I.J{が1)'111';'の小規tlll ICjへの流入は )ij状'白'JJ状'¥'¥'I::Jと)J状'¥'l' --:f{r¥'¥'lliJ 

化をきたす からであり，透悦で観然するとこの両れにはほぼI，;J係の

考 察 流入が，認められ，初'Ji;，をjlUしての交通が'1じている

手l央!節を広義にみれば DRUj より lQJ を合むと考ー 三f{J'¥'l'・'，)状'¥')'1見lfii'iと RCj とのうどj山工作|船と関係な

えられるが，He'I'J手似|見Ii'{(i(radio-carpal joinl; RCj) く，ほぼア数にl沼められる 知人以には完全な交通がみ

は百二'れでは q'l. ~1~の |主I í!í'i併を形成する ー もっとも村 )Fi~. なこ られることから系統免ノ|γ的tこ本木"土 RC:Jと共通のも

とは'rl '性 tN; j占のィ、迎合を補 うために尺{J!l1 に稲 々の秋 ì'~q持 のと考えられる

造をもつことであり，膝関節の '~H;I:構造不通介を補う半
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バイオメカニクスからみた手関節靭帯損傷

Biomechanical analysis on carpal injury 

tlt村弘

手段l節は，複数の手似骨が，多くの革Hf17によ って述結

された形で構成されている 1) このlドに18"lーする力学現

象は，籾千1干の影併をtk:きに しては， とうてい汚えること

がで きない.

ところが，ある外)J が手1~.I ílí'íにfド用したとき，おのお

図 1. 初帯， 関節包ともに mtact な手IYiI節を尺

屈し， 小菱形骨に~Ul1:f荷 ïfi:をかけた IMIIの
切手告が強く緊張しているのがわかる

Key words: carpal injury， carpal instability， rigid 

body spring model 

* H. Tsumura :九州労災病院特手形外科 (~800- 02 北九州市小
倉南区葛原 522-2;Dept. of Orthop. Surg.， Kyushu Rohsai 

Hospi旧 1);S. ~五meno ・街I!frJ iti _\'r:こど も病院幣形外科.

姫野信吉*

のの籾干告がどのよ うに緊張するかは，必ずしも 明確では

ない

われわれは，有限要素法の一種である剛体ばねモデノレ

の手訟を用いて，'F関節|付の何重伝i主，とくに籾帯に発

ノ1:する応力の同定を行い，さらに籾帯損傷のンミュ レー

ションを行 ったので報fつする.

方法

剛体ばねモデノレは')， コンビュ ータを用いた力学計析

子法の一つであり，任意形状の剛体要素を法線ばねと勇

断パネで.w結したモテソレである このモデノレの特徴は，

籾干1i'のように張)Jしか伝達しないような非線型要素を，

繰り返し計算することにより，容易にとり込める この

モデルを用いて，続什および各手tJl甘，中手骨をそれぞ

れ 1例の問Ij体要素としおのおのの関節接触面には， D: 

紛にのみ.j1~抗するばねを配置し関節包および籾，J告は，

その解背11学的位置に応じてり， 伝力にのみ抗抗するばね

としてモデ、ノレイヒした

このモデルに外)Jを fl荷し， 各'Il'要素の変伎を計算

し，さらに求ま った変位から各ばねにかかる力を計算し

た.

臨床的に手段l節制常損傷が起りやすいとされる尺肌伎

で予をついた場合を想定し解析を行った 手関節を尺屈

伎で小菱形'丹に外力をfl荷し，応力の集中した籾帯や関

節包を遂次的に切断することで，籾帯損傷の ンミ ュレー

ションを行った

結果

区I1に正常手関節を尺屈{立にし，小菱形骨に院側より

尺側に向か う側方荷主を負作jした場合の圧力分布を示し

ている
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図 2. 鋭仮1Iの初J帯を除去した場合

新しく舟状骨近位関節包に張力が発生してい

るのがわかる.

このとき，矢印に示すように続側の靭般が強く緊仮し

ている. これで外ブJを支えるため，手関節内部には人ーき

な応力はほとんど生じていない.つまり，籾絡が intact

な状態では，手関節1)すには異72・な)Jはま ったく 働かない

ことがわかる

次に，これらの籾，貯の強度を越え， 外)Jが('1用したと

仮定し順次解析を行 っていった.

まず，凶 iで応ブJの集'j'している焼側の籾fifつまり ，

舟状'1'1近位関節I(!jをまたいでいる radialcollatcl叫 lig.

および radio carpal lig に相叫するばねを除よし分

析した

~j2 にJ[)J分布を示す.矢印で、ノJくすように}II 状竹近{心.

関節の伏lilI'I包の'JJUJが， J1"iJJIIしていることがわかる.こ

れは，いままで挑側の靭帯が緊張することで支えていた

外力が，籾fi; が切れることで [ j\!j節 I)~ に Ili分配 されるた

めである

L、ま，新たに氏、}r!t'jr のk!) づた }ft :j丈 'j' l'.i山中: jJIHí'V~泊、断

裂したと{}l(定し，この部のばねを除去し，解析をfjった.

凶 3 にÿ~伴~i ブJ分イ1IをI} "す ~1:1lに示すように， )11状'rJ

と月状'i'J'のあいだの灼断応}Jがi飲用する. この郎は，実

際には可動1'jーはあまりなく， くっついたようになってい

ることが多いが，この激増した川断応)JでIJJim包を合め

離1)目する ことが谷易に紛争祭される

さらに，この部のばねを除去すると， [珂14に示すよう

に，イT頑'l~j ' と) J 状 '1~'1日lの~~断応力がj科大する

レままで示してきた ーi七の解析t山県 ([:.<:11~ 4)は，

図 3.:llJ状什近f立関節包が断裂した場介

月状骨と舟状竹 のあいだの勇断力が激婚する.

図 4.} J状'，'1と}II:Ik'iiーのあいだが離間 した

J;Yj介

JI状'骨と (J!i(('!'l'o)あL、だの灼断}Jが， J判加|し

ている

臨床的にも っともよくみられる開'HHQ(むをきわめてよく

円現し2)，Mayfieldらの死体仰木を丹JL、た実験とも一致

しているわ(図 5). 

また，ここて、は以|ぶしていないが，もし披初に)11状'rl'

遠{、7関節而iをまたぐ制，lilが断裂したとすると ，)rlik什遠

{屯快l自i'i包に応 }Jが朱rlrし， ここが断裂すると月状'討と有

lLJ 
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図 5 図 4の場合の変位図をぷす

臨床的によくみられる籾帯損傷のハターンを

再現している.

玖'Iiのあいだの関節包に応))集中が起ることが示され

た。これも，臨床的によくみられる籾fii損傷のパターン

であるわ.

考察

コンピュータによるシミュレーションは，臨床的にみ

られる]三関節l籾'li;-損傷のノZターンをきわめてよく再現

した

近年，籾.:iHl1j努後の carpalinstabilityがil'11を集め

ているり そこで，断裂した靭荷に相当するばねを除去

し， ADL上もっとも!Ts度の高いと忠われる正中伏， 中

間的ifc1'れ利 して解析してみた 結果は，特記すべき応

))集中も変位も認められなかった.この状態では，手根

付それ自体が集まろうとし籾帯は弛んでいるためであ

る.本会で小林らは，正常関節でも加1怖により靭'ii?の弛

みが起ることを縦fiIしているが，弛みとjiE状が一致しな

いことは，われわれの実験からも裏づけられる.このこ

とは， carpal instabilityの本態は荷A:伝達という而から

だけでなく， coordinateされた動きが，こわれていると

いう而からの研究が不可欠だということを示していると

恩われる
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Midcarpal instabilityについての考察

Midcarpal instability; four cases rcport and its pathomechanics 
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昨年われわれは， 山hJIと1"1外ストレスを加えると VIsr から Ii'/1¥にもどる.また。I5i:J:I:1、〉から拘h圧を加え

midcarpal jointで並脱臼し， DlSI を呈する 1佐例を てNJ:I:してゆくと， :J íj-状'，'I"，月状 'l~ は掌):1\したまま j叫 1:

radial midcarpal instabililyとしてfGJ<した され， 最大火J:I\似の少しT- I~j で c1 ick をイh 、急激に汗J:I:

その後， radial 1仰1. ulnal・2例の midcarpalinsla- した このE見事:は手術IL'jの観察で， _:fIJ'i'JとイI鈎'，'1が

bility の!，i例を経験したので，昨年のJ，i1:列lを合め 417IHこ lockされたまま動いており click とともに lockが解

ついて考然を加え3FltflIす る. 除され，急激にイj鈎'丹が fIJ'i'Jに-*り 1--げると|司H寺に i

症例紹介 角'11はその下に-，''fJ:I:してもぐり込むためにノ1'-じることが

症例 1-15歳(的ι年発表のJ，i例)， VJ わかった.

2年出j，柔道中z，'.Tをついて!I去倒して以来，左子|旦l節 症例4，. 23歳， !JJ 

に劾疲労感 ・鈍痛およびc1ickがノ|二じて*院. qi，純X線 1O1三liijに手をついて前転 Lて以来，イiF関節)(I)!IIMと

像は正常 透視 Fにて手に '1~1 i) 1と回外ストレスを加え

ると，兵l状'1'1"， 月状什が一塊とな つて背h州1¥しし， Dl凶凡訂I を

11 ~止'.しTたこ また，尺I似tJl卜付、占〉カか、ら布刺軌h}山lハ|を))加')1川"え仇h川1¥して行くと，

j舟社状f竹J'• ) 川l状'1口'Jは-1'庁T引刊):川l日川1:1、

l中|ド'i:川l日川;リH位立をすぎるまで州州l脱li悦i兄tlC什lをr引-;-!;す 4柄制仙h引功h圧のF解げ除または.

さらにUe厄]を強制すると clickをIrl、T['/;r;にもどる

症例 2.14 i;&-'，タj.

2 {I"I狗， J'I転'I(転{j1]1L'ffこJ，:Tをついて以米/と下関節の

鈍痛， 了ーをついたときのf客船および Tの1"1外川の click

が牛 じ米院 q'r.純X線1象は日(常なし 子に前h}1と川外ス

トレ 7，を加えると，舟状'\'J'，月状'\'J は~8!!，となって-I''fJ: 1¥ 

し， DlSI を旦す また， )(!:!¥位か ら制hfT:を加え伎町し

てゆくときにもJ，i'(Jljl同様 lockingが'1 じた

症例 3.47歳， 1;， 

5 年 lìíj転倒して U~ぐ ， /， FWliliJ尺側焔 とliij)抗への}tdlX

! Iriが生じ米航 t同，nx和~IQ主にて VISI を11~:したが1!I，1リ， 1

状の右刊誌|節も同級であった 'Iqll}1を))11えt悦j主j什1¥Lf"1 

|人lすると click をfrって Jil状'1'J， JJ状'，'1が1'f):1:し，

Key words: mid，川pal inslability， click， locking of 
pI'oximal row 

* M. Nakamura， T. Arai(，f昨師)，i¥1. Moriwaki， Y. Yasuwaki， 

Y. Isobc (日ω助)J1!数士t俊霊〕λ，". 1下"u山ruy刊a(.l'教主{俊霊)ド:}京iιLυ}点i江T~依医K民:科歯科大'''1'
申終在}杉ク外ト宇科f(Dcpt仁. of Orthop. 邑u山l口rg.，T、ok)刊οi¥[cdi児C臼alan仁dl 

])e目叩n川1叫t叫a叫1Un山，v刊e引E目山s引ity，'"1川!"，‘o此k下刊O吋); 品 Nomoto 奈~'f，)1、十'川内院

牧形外科:S. Takcda : J\l l.~-抑E松州院4柱形外手|

図 1， j，'1 ψIj 4 

川I~~IC li止をとったところ 月状'¥'J'，舟状

'IJとも7T屈し，イJJi.ii'i'J'が)J状'自のi''fIJ!I!fこ司l'
j悦I

C
1している j，j'(1IJ 1， 2も同係でJうった
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権 屈 尺屈

末梢亨IJ

背側から

遠{立携掌保11に 正面

傾斜

中枢列

背(目IJから

中枢亨IJ

遠位から

舟状骨 司 掌屈

三角骨 骨 背屈

図 2. Midcarpal joint面の観察

」二・中段は末梢列，中継列を背面からみており背

側からみえる midcarpaljoint面には点を打ってあ

る 下段は中枢列を遠位からみている(本文参照).

前腕への放散婦が生じて来院.単純X線像はïFtl;~'. 手に

車dl圧を加え軽度尺屈して同内すると ， c1ick とともに

DISIを呈した.また，挽屈位から軸圧を加えて尺加し

てゆくと舟状'l~j・，月状f-j'は掌府i したまま動き，症例 3 と

同様の lockingが生じた(図 1) 

以上 4例の造影所見は radiocarpaljoint と midcar-

pal joint，また distal radioulnar joint との交通はな

く，正常と考えられた.造影中のストレス縦影H、?の観察

では，三戸1'1'1'も含めて中枢列全体がー塊とな って動くこ

とから，中総列間の連結は保たれているとjE、われた.

Mechanismについての考察

Midcarpal joint は図 2の上段の末附列と'1_'段の中紹

子IJとのあいだに形成される関節である 末梢ylJは大小菱

形骨聞の多少の可動性を除けばほぼー塊とな って!助くと

考えられる '1".AAyIJf土 intcrosseousligament で強問に

連結されてはいるが，お互いにある程度の回放は生じる

ようになっている.下段は中継列をi単位からみたところ

で，舟状骨遠位部は掌側に位置し，大小菱形'IJと適合す

ることにより学届方向に)Jを受けると考えられる 三f11

骨は尺背側部が挑掌倶IJ遠{立に下る坂道を形成し，これが

側面

達位から

¥タ亡阿仁

領誌
掌側 へ

図 3.腕尺屈時の中枢チIJの運動

手背側方向に動くのが特徴

有 }~~'I'J 尺側の度根様に張り出した部分と迎合するため背

J:f\カ I~'l にカを受けると考えられる.月状什白身は末梢列

とのあいだに強固な靭fi?をもたず，隣接の舟状骨と三角

什を介し安定化されていると考えられる

Midcarpal jointは焼尺屈運動の主役となっており ，そ

のときの中枢列のr!1Jきは図 3のごとく常背照方向に特徴

があると考えられる 図4の実線は俄尺屈時の月状骨の

;:;::背加を模式的にlNi¥，、ており， f5~1ffiすると舟状'ÏÌ'の堂開

に従って'ヂ屈し)~照すると三角fi の í' 'f屈に従って背加

してゆくことを示す この動きは舟状'Ilおよび三角骨と

末梢列との連動性によるものと考えられ， Lichtmannに

よればそれぞれ γadial，ulnar link とされる

以 lのようなことから杭例 1と2は ulnarlink が支

点となって末桁列徒側に背側ストレスが加わり radial

linkの破綻があるため償1JlIlから midcarpaljointでの

1'f側可ji脱臼が子1:.じたと考えられるーまた尺何位から刺l圧

を加えてて続加するときに中枢列が学屈せず，図 4の 1

/.~ jJ1線のようになるのは，中枢列を常屈にi尽く舟状'1'1 が

lock されて作動しないためと考えられ， やはり radial
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linkの自主紘を示すも のといえる. jii'{ylj 3と4は ulnar

linkの倣紋により 目diallink を:s!と:/，~、として ， 't"fs!IJス ト

レスがj叶)[11より midcarpaljointに波及したためと考え

られる またtfHT¥μーからilidl)上を1)11えてj辻原するとき中似

列が1'f屈せず区14のri!Ji*Ji!のようになるのは，'I'A程列を1'f

Mに砕く 三角"'J'が lock されて作動しないためと考えら

れ， ulnar linkの破中止を示すものと思われた. よってti

例 lと2は radial，j，'dy113と4は ulnarmidcarpal in-

stability と考えた

手術と結果

破綻した li nk の[~;!íl'を考え ， t~ 伊Ij 1と2は小変形骨

と舟状竹， コ(1.:i;'('!'1と:iiJ状什間を， k例 3と4に対しては

有鈎"'J'と三戸l竹間を [，';!i.Lした. 感染をうじた症仔Ij3を

除き全例愁訴は消失したが可&JJ械は等: 'l 'f }:J\ が色~側の約

2/3 ， ザV~屈はが) 1/2となっている.

まとめ

1) Radial， ulnar各 2仔1Iの midcarpalinstabilityを

報告した.

2) 月状肯は)i~状 'fÎJ と ニfiJ'rJ'を介して安定化される.

jlJ状廿は月状特を学ffl\ ブjJfd に， 三flJ' !'l は背)/J.!方向に~4 く

と考えられる.

3) Midcarpal instability の原閃は radial または

ulnar・ linkの破綻と考えられ，回JAj外ストレスで証明さ

れるととも に，i!ijl!}Lを加えたがも尺加運動時の中継列の

locking によ って も推測しうる.

4) Linkの破綻の原因としては末約列と舟状廿， 三

角骨を主g結する籾帯の損傷がまず考えられるが，そのほ

尺屈

月状骨の背屈
click 

~-ーーーーーー-，-ーーーーーーーー- --，. 
click 

月状骨の掌屈

機屈

図 4.挽g原運動|時の月状'討の掌背屈を模式的に描

いである 正常の場合は実線のごとくなる 軸

圧を力11えてもかわらないが症例 1と2は l点鎖

線のよ うに，症例[13と4は破線のごとくなる

か laxityの存在， triangular自brocartilagecomplexの

損傷 midcarpaljoint 困の形態の異常'なども考慮して

L、る.

文献
1) Dobyns， ].H. et al.: A.A.O.S. Instractional Course 

Lectures XXIV， Mosby， St. Louis， p. 182， 1975. 

2) Linscheid， R.L. et al.: ]. Bone ]oint Surg. 54-A; 

1612， 1972. 
3) Taleisnik， ].: Clin. Orthop. 149: 73， 1980 
4) Youm， Y. ct al.: J. Bone ]oint Surg. 60-A: 423， 

1980. 
5) Lichtmann， D.M. et al.:]. Hand Surg. 6: 515， 

1981. 

6) Berger， R.A. et al.: Clin. Orthop. 167: 303， 1982. 
7)中村正徳ほか:整形外科 33:1743， 1982. 
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...，....・〆民」ν¥晶体騨斜草川!4，.c::""I噌 山・・

Paul Brand先 生
1I1 1)'.] 裕雄

<- Il[員天子;大学幣Jr~外科教授>

私はし、ままで幾度となく外l同を訪れる機会にJ以まれ， 辿の刊五gMiiを確立与れた おごfさんがまた大学にゆかれ

多くの知I~を仰た つき fト》てみればじ色はかわってい る年以になり， 1'1分の役 [1は一応終わったとして，英fJSl

ても，つまるところI，;Jじ人川であり ):fr;怒 とりまぜての にJ~ろうとされたが，医彼;I;IJ度の )，1，..、などから，残念なが

人r:n像があり，1<災の世wがある つき合いは盤形外科 ら共同に場はなく，米国に移住し，市部のノレイシアナ升l

f;;'が多いが，子の外科医がもっとも多い. l 'iJ じ~形外科 の片 IU ~子カーヴィノレの米同公衆待I生LL附属の瀬療長mの

阪であっても，手をやっている人は，あまり，r!符な場出 リハビリテーション部長に就任された

に出くわ主ないためか， illltJtメな，人づき介いのよい人が ざっとこういうようなご経験を'1'心にたんたんと話さ

多く ，たとえばu椎外科専門医とはが囲気が迷うなと思 れ， さらにインドの蹴，也、者のこと，釘l村のこと， 信仰の

う わるくいえば厳しさがj己りないのかもしれない，い ことなどを語られた.素晴らしい，心の洗われるタベでも

ろいろな&1，場j(rIが想いげんでくるーその'-1'でもっとも あった

し、かれてしま った人物は PaulBrand先ノ|である.つれ その後ぜひ先ノ|ムのもとをたずねようと思い，米凶の手

づれなるままに在、のみた先生の凱阪を記してみよう . の外flおよび撚形外乎|学会のあとでカーヴィ ノレにn*の

ミはじめてお注いしたのは 17{lliilであったろうか，私 子の外干す利'1医のクノルレ一 ソで訟訪jれた. ニユ一オノルレリ一ンズカか

の Lい、た i シカンの u凶l 合H川川lりJ ;ククグ，ラン卜 . ラヒツズに」米~長〈己;られて らミゾシ γ ピ一川を遡ること i中ドド一て

の講aが泌i江i会であつた. 血腿s.f砂辛fυJ討術ijを'1ド"心心と Lた手の機f能j危巨干再耳E述t い1州1'
丙Ij院があつた 氷米:[li同4でもやはり鍛忠忠、者は隔碍雛tされてい

術をl吹Illiiをまじえて川fiされた 的~IJ 神経麻州の神経手Hìj たらしい.それはまったく人盟断れたJム大な土地て‘あつ

のさいには，l'iJ/I加こ1'11"11付筋を院側-TmイI[IJj力 に移 行す た.1止す院のけ'に 9ホーノレのゴノレブ場があり 驚いたとこ ろ，

る ""復するまでのあいだスソリントは不要であるし， これは忠才;JTJであり ，スタッフ用には，}IH.こ 9ホーノレある

たとえ回復してきても 7 イナλはほとんどないから，と というのにまた篤いた.施設は概してr'i¥'、が， そのrl'で

いう ，Jlになるほどと思ったりした L，映画でみる手術 l3rand先生は，いまだ情熱を燃しておられた.手術は外

が，小皮切から)虻移行主IIfをkfLlWiに使って，千|絞ょくす 利市長の Dr.Ennaがやっておられるので，主に，

すめられるのに感心もしたが， 一需印象的であったの 川 scnsilivc arcaの附'占に対する研究をカラーサーモ〆ラ

は，彼の%にきれL、な King'sEnglishであり，↑11熱的危 ソィーを利用 して伐んにやっておられた さきにこの川

./iL振りであった イギリメ人としては比'1;'(1'1り小柄な， J的では色ぷ台ーイ， -.:イクロカプセノレによる感Wk~了をつけ

1'1援をたたえた知的な J!f~貌も魅 ))I'I/~ であり， ー Ilt~れを たF袋や靴 卜をJIJ¥，、て，感覚フィート./'γ クがtえされた

してしま った その夜，近く の111)の教会で "日 (;i;を~れる 子 ・ j己に必要以 1 : のブ川、加lわって成h~'~I'?I I ;'を起すことを

とい うので， .'1'をとばした 央(iに、竹たる夜!!f!¥の心地よか ソミ(;， 1 したすく』れた幸~')~i' (J. Bonc Joint Surg. 51-A: 110， 

ったのをJ1!Lで覚えているか ら，/1.'，は初秋であ ったんう 1969)があるが，それを一歩すすめたものであり，妨L也、

か.多数のi位決会，jíj に L て，今J~'J イントでの色、jjJの ，活 れ の 「 ・ j己の)lJ ，~~1;1 '，': 0) ドVj止という )æ;~ 1.のU(Jりから発

であった したおもしろい研究である dーを鰍j心計の治If，Hこ捧げ

先ノ|のご1，1"正li(.tイン lでfムJuI'I、J':，liとLてデプJン1'::j!J江の られている~~ \，、 22がある.しかし ひとつも偉ぶ らない

111中を .r.!;でìMN~れていたとい j. 5¥:'1はイントで生れ 優しい心をも ったプJでもあるこんな)j-/J:，われわれ子

育ち，大学は υ ン|ンにて終え， 外HI"、としての卒後初f の外科医の'1'に現にいらっし干るということは人1;1)なこ

修をされてか らまたイノドに以われた. しかし|以のJiijに とであり，この上ない励みでもある

ある忠おには静(iが多く，その治療にはいンドンでの修業 近ごろお逢いしていないが，相かわ らずミシシ 7 ヒー

がま ったく役ι立たなかった 参考 .1;'もまったくなく ， 川のほとりの林のrl'であの温顔がご健在であることを心

いろいろな手 .)iの変形に刈してーから工夫されたとい からあわないではいられない.

う そして(11]のfl名な fouト lailcdlendon graftなどー

"・..._....一・'"・・・・.・‘・・・.‘・・・・.・・ー・ "・ ..-.....目ー・目・ "・・・・e・・....・・....ー'・..-.・.......・ー，，'・-・ー・・・-・'"・・e・・-・・ー・司ー・・・.・・e・"・司・・.・ ........・.・・・‘・・・・・..・ ....一.ー・ "・，'-'，・ー...._.・"・'，'・"・司・・・・....，
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<1.基礎的研究>

神経根引き抜き損傷に関する実験的研究

一一 第 3報 フィプリン糊を用いての頭神経根糸縫合術について

Experimental study on the traction lnJury of the brachial plexus; 3rd report 

呉家守二

島 沖晃

橋本

林 卓 男 河田 弘 藤原良江

豊 島 泰 松田 英 雄 近 藤 正 樹

務 河合栄蔵 宮 脇 裕 二 *

第 24・25回木学会において，実験的神経恨引き抜き に，家兎を腹臥伎に手術台とに固定し，可及的無菌下に

損傷では11:Il部における根糸の断裂と引き抜きírH~ とが 椎弓切除，および部分的椎間関節切除を行い，子術用顕

混在すること 1)，断裂した根糸から再ノ1:.線維が SEMで 微鏡下に硬膜を切IJ自し根糸を露出した.マイクロ用ハサ

観察されることを発表したわ その結果，従来諦められ ミを用いて，後根はできるだけ脊髄側に近いレベノレでの

ていた本抑傷の修復術が可能ではないかと考え，iJlき絞 切断を行い，前恨は手技上椎問孔に近いレベルでの圧後

き損傷修復術の前段階の実験として硬膜内でのヒトフィ とフィプリン粉lによる縫合をそれぞれに行った(図 1). 

プリン糊3)による叙糸縫合術によって縫合部を通過する 硬膜の欠損部には，脂肪付き筋膜をフィプリ ン糊を用い

再生線維のの無，さらに筋再支配の可能性について検討 て fatpalchとして捕った.子術後 1ヵ月および 3ヵ月

a・}F. j世 b. フィプリン縫合

生存砕から脊髄と神経根の標本を操取

し， 10%ホノレマリン固定後，髄'¥¥r'J染色お

よび'Iql!索染色(ホームス染色〉を行い，

再生線維の状態を観察した.なお 3ヵ月

生存群に対しては神経根を電気刺激しM

波のi呼出を試みた 術後生存群は以下の

ごとくである.銀糸縫合仔IJについては，

後根フィプリン縫合 1ヵ月鮮は 3羽， 3 

ヵ月併は 2羽であり ，前根フィプリン縫

合 1ヵ月:r.下は 6羽であり 3ヵ月鮮は全

例死亡した.圧挫は前根のみに行ってお

り， 1 ヵ月群は 5 羽であり 3 ヵ月 1~ 1土
図 1.IIIj根恨糸の圧内とフィプリン縫合例

を)JJIえたので報竹する.

材料および方法

実験動物として， 成熟家J厄 34 羽を)I J~ 、た. 終日帰管

を{1い， レスピレーターに接続して会.Lillを確保した.次

Key words:自brinadhesive SYSlem， rootlet regeneration， 
root avulsion 

キ邑 Kureya，T. Hayashi， H. Kawata， Y. Fujiwara (医

j七) 大阪市立住吉市民病院整形外科〔⑤559大阪市住之江区

束力111:'!1-2-16; Section of Orlhop. Surg.， Sumiyoshi 
Municipal Hospital， Osaka); A. Shimazu (教授)，Y. 

Toyoshima (助教授)， H. J¥Iatsuda (諮問j)，M. Kondoh， 
T. Hashimoto， E. Kawai， Y. Miyawaki: 大阪市立大学整

形外科

2羽であった.

結果

1 光顕所見

1)前根の圧挫 1ヵ月群 :全例において後恨神経節レ

ベノレでは，大小不揃いの多数の再生有髄線維が変性した

ミエリンに混じって観察された 図2は前根の)E挫 lヵ

刀後には， かなり太い再生線維が観察されることを示

す.

2 ) 前根の圧挫 3 ヵ 月群 2 例とも一様に再~I .fql経線

維が分布し，~性 ミエリンはみられない 1ヵ月併に比

べて軸索筏の増大が認められるが，なお小径の有髄線維

が多数散在していた.図 3は前根の圧挫 3ヵ月の再生を
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図 2.後根神経節レベノレにおける前恨の再生像 (400倍〉

a.神経節レベル b. Control C. 神経節の 3cm末梢レベル

図 3.前根の圧地3ヵ月例 (400f~~') 

図 4.ijij根フィプリン縫介 1ヵ月例

示す.左側の'デ」立は前根古alのfl}生駒Il'kーを示し，右s1IJの写

真は後根神経節レベノレより， ほぼ 3cm 末ザiの神経叢レ

ベノレでの{象であり ，lE1~.な後tJiの神経級車!tに出じった多

数のjlEIイi髄*Jil*!tが観察された

3)前線のフィプリン縫合1ヵ月群 :H~W 1 }J)J t:rと
比べると ，"jI}.(!Jijl!泌任およびII}生線南!t数に大差はみられ

なかった 凶 4はフィプリン縫合 lヵ)Jの併と|をぷす.

4)後根のフィプリン縫合群 lヵJJ.(洋におし、ては，

liij根の II}'I:.I象と比べて丙4線総数は一般に少なく， 3ヵ

mlfでは 1ヵJJitlーよりも再生線維数はWiJJIIしているが，

有髄線維の粗な部分は前桜に比し多いようであったが，

前根に比し明確な所見は得られなかった.

2.電気生理学的所見

正7iiな家兎における C6，C，根~iIJ ð:止のMi&を観察する

と C6根刺激では上腕二頭筋および三頭筋の両方から，

C7根刺激では上腕三頭筋のみから，ほぼ振恥iが 2.5mV

のM放が滋LUされた. C7， Cs前線圧挫 3ヵ月鮮の上腕
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図 5.前根の圧控3ヵ月

三liJiiiJiの筋¥"-5:凶では， 日brillat旧 n，postivc sl山 p wave 

が多数観察され，多相性波形が混じっていた.凶 5は，

C7， Cs松山挫 3ヵ月 '1存例であり ， C7 t.bl刺激によっ

て， 1'.1腕:玖筋，三jiJi筋から同様にMj波を導11.¥したもの

である.振I~~(が 200μV 以下の電位が得られたが，潜|侍

が対照i~Y に比し早い おそらく三頭筋から得られた波形

は肩甲締筋のM波であろうと推察された 本例のTiii根に

は細いまばらな再生線維しか認められなかったためと考

えられ，機能的にこれらの筋を再支配するにし、たってい

ないと考えられた(図 5左，神経節レベルよ り3cm 末

制り.

考察

今|百1. 引き抜き神経恨の修復術の"ft泡i'l・を校#，し， f出

版l付て、のllm神経似来縫合(ブイプリン糊〉を1jったとこ

ろ，縫合t¥1Iを通過する再生総点HをMf認することができ

た.ツィプリン籾l縫合は， I1挫i1fと比較してもT'}生線維

の状態については款u月な差異は認められなかった 圧作

併では， Jl仰をl'iJーヵ所で 51"1lx::復したため 11"1のDミ

挫よりも傷害が刈l立であったためと忠われる.後似の再

生に|対しては，今i"Iは標本採取 iの技術的な|凋鮒さのた

め前恨のように十分検宗しえなかった.後桜根糸が脊髄

や patch と強く総指していたためである. LEW3ヵ月

生存併については後似神経節レへノレより 3cm 31dl'iのやlJ

経叢レベノレにおいて多数の子ね髄再生線維を確認しえた

が，電気生国1学的に筋再支配は残念ながら{確認しえなか

った.しかし行柱管内で頚神経根糸縫介による神経w
生の事実を有(t，i，2.しえたことは，神経根引き政き損傷に対

して術式を工夫すれば脊髄表面iに残存している恨糸と引

き抜かれた切断端とを，おのおの神経移植を月1t、て接介

可能ならしめるものと思われる.今後，フィプリン縫合

の長期生存例における神経再~I の状態や筋 I lj支配の{確

認，さらに同種フィプリンによる縫合実験などの検索を

重ねてゆく必要性を的感している

まとめ

1 )頚椎前根のLI:作およびフィプリン縫合 1ヵJWの

全例に後根神経節レベノレにおいて IWI神経線維が鋭誌をさ

れた その再生状態において， jlIJ-，v，に著明な汗はli;包めら

れなかった.

2) LOヤ3ヵJJl~'f では， 後根神経節より末H'jレベノレで

も再生紡l*{tは観察されたが，筋再支配を確認することは

できなかった目

文 献

1)呉家宅l'二ほかー整形外科 32: 1410， 1981. 
2)呉家守二ほか :I，-;J上 33: 1510， 1982. 
3) Matras， H. et al.: J. Maxillofac. Surg. 1: 236， 

1973. 
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末梢神経葦引慣傷に閃する実験

Expcrimc川 al叫 ud)"on strctch i小lry01' pcriphcral ncrv巴

夫 f~ fl~' ..nl~ 出f 本l

， i : i'1 tT-i f j-}i1[ ~ 

」ミ川和p粁のヲ字引尖験では，牽引 f'，'J立の Jド仙iとして，

Kendall らりは張力を，他方多くのw代行が牽引iと(主

に仲び率)を重要視している さらに SundcrJand2)は

牽引速度を無視できない内子としてつけ加えている.

今1"1.以下の実験を行い，末H'ir.qlf，長の牽引iiliJ交の変化

による必))と濠引長との閃係，および傘引F12肢による形

態ヴ的変化の差 JI~. についての追求を，試みた.

実験方法

Strain-gageを|付脱した牽引機 (!::iiドオートグラフ〉

制l:-:-(i) 

司監'SUl(mm)

il-"'( .) 

B事宇

C欝

10 20 30 

図 1.各群のfUHI(Jグラフ

Key words: l)criphcral nen'('， strctch injuη， cxpenmcnt 

ネ S.Amaya. S. Nomura (救j'，D.1¥1. Chujo， Y. Ugaji: ".'12 

れ大学1在形外F十 (Dept.01' Orthop. Surg.， School 01' Mcdi-
cine， Kanazawa 1_，-niversit、， Kanazawa); '[守 Ueno(医

長):石川県立'1'央病院教形外科

進 '1'条 11:1宇

J'.肝 j主体*

に動物の 釆せ+1iをとりつけ stralll-gage I二J七平11屯業製

電磁オシログラフを接続 した.乗せ板に体 ，n3 kg前後

の141家兎を腹l臥位として置き，左!座骨神経を足関節の中

根内{J!IJ部で;".'ii:l:し，先端が Joop となった wlreにやI'f.i品

を締結し， 乗せ板を下降させることにより，計tlJiを介 し

た wlreで111'f.平ーに牽引力を与える装置を作製した 牽引

迷度の追いにより， A群 5mm/rninの速度で牽引し

た併，B，r，l: 50 mm/minの速度で牽引した，r，r， Cl作.

500 mm/minの速度で牽引した群，対照併 牽引をJJIIえ

ない鮮，を設けた

以 上の)uj、により家兎腔骨神経について， 1)必)Jと

牽引長との|見l係， 2)牽引時の肉眼的変化， 3)牽引後

5 LI ハ の |土I1以 (1(jjí)U~. および 4 ) HE染色 vanCicson 

染色，およびl同点鍛銀染色による牽引後 5LI 11の組織学

的所比の検討を行った.なお， 1)，3)，4)については

artil'actを避ける "的で Wlreとの締結部より '1'.fsを露

出しない}j法をとった.

結果

1 張力と牽引長との関係

nli 'l~h に牽引長を，縦'lij~ 1こ tみ))をとると， 八， ll， c ltl'と
もおおむね二つのIUからなる，ほぼ同型のIIIltJi!.が得られ

た<1ズ11).'}1O)はU~ 2 の山で故 r'，~他に述 し， その l任後，

1t0l1l.'jにして トド帯するがogにはし、たらず，さらに数 mm

の'牟'J1ののち ogとなった グラフの作i'fHを，牽引初WJ

に'}1OJ I); . I . 川する "'rj~ (slagc 1 ) . 第 l の 111 の，..rj~(S lagc " ). 

I' f び 'JJU)が | げする j'~1 (slagc ill)，長))がkI:1'::j{I!Hこ述し

|腕H、1にして 卜降する j'rjl(slagc IV). 0 gにいたるまでの

j'i11 (slagc V). 0 gに迷したのちのj';jl(slagc VI)の6

m分に分け，それぞれの部分での必))あるいは牽引iえを

礼 狽1) し、ド J~J仰を;Jとめた(表 1 ). 牽リ|迷広が iili:いJtl'では

1正い1tl'に比し仮ブJが[":Jくなる傾向をI認めた. Stagc IVに

ついて 5%検定を1jうと，張力て、はイ1立差を認めたが，

牽引長にずi)j:差はなく ，同一牽引長においても，ヨ転引速

度がiliくなるに従い張力は増加する傾向にあると判断し

た
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表 1.張力と牽引長との関係(平均値)

(体重 2.8 kg~3. 2 kg) 
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体重 1 牽引前の
総数 ，(kg) 張力

i l g 〔g〕

(5mAm/m群in) 8:j:j 2.95 

B 群
2.97 13.1 (50mm/min) 

(500Cmm/群min〉 || 11羽 2.93

29羽

2. *引時の肉眼的変化

)座骨神経を支持する周闘がIfT組織をiM存し

て，足関節郎から大!山部まで i~l l\ した 牽引

が始まると)，'，j囲結合組織は神経とともに末約

へ引力逸れるが，やがて神経の 1"を滑るように

中似側へ退縦し このときグラブ kの stagc

Hの山が形成された.さらに牽引iとを哨すと

足Jfi肌筋群への分校の分岐部の;，fdj'iにおいて

|即時にして funiculusが長内し， C'plneunum 

の断裂を思わせた このときグラフ |てに

stage 1vの山が形成された すなわち stagc

Eは神経外組織の影響によるものと考えられ

た〔以12). 

3 牽引後5日目の肉眼的所見

腔骨fl11経を， 大!山居筋 1t下への分校の末H'j

で，総JJJ I ' I~ 神経と、1'1)元じする ':j1~ 付 '+1>< 部)， 後

IWI腹l.itlj'経の分岐川近辺(後IV:J段皮神経川)，

M腹筋校およびJLJ引1¥筋1町一への分校の分岐す

る近辺(筋校部〕およびそのぶ梢i足IxJ節 ':í1~ ま

で(末制'i':[i\)の ~ ':;i~ j)-に分け stagc1， 1II ， 

IV， vlについて検，l.t比較したが， A， B， C 併

での差異は不明確であった Stagc1では末

ti'i ìii~に lfI l行の怒張がd、められ s tage JlIでは

IL:血斑が後刷版皮神経i'ii5，筋校内，11および木村j

② (3 符) (5) 

stage 11 stage IV stagc V stage VI 

張ブJ 牽引長 張プJ 牽引長
張(g)ブJ I 牽(m引m長) 

(g) (mm) 

17.9 

中継伺'1

ヨE引 ~j _.-J 1 =一ーー、
...J -'， 

s tage I -1
1イ人一

stagell _/: ・ーーーー-
' ・ ・_r 'C 

日明日 ./i、一「

tage W _/ペー「

age V ノノL一「

tage u Jペ、ー「

(g) (mm) 

365.6 24. 7 53.6 27.0 

26. 7 72.5 38.4 

29. 7 76.4 34.5 

本州酬

周囲桔古組織

ど人 ノ jliiiJjiii;:lii〉一一一

4-2 
桔合岨."樽緩とともに牽引される

ilJJぶ品÷昔、、;、
時件同骨骨骨

~ ぅ!一一一一る
l ，"， ‘-

i;iJill;i iiJJJJ←' 

/ノ 、
ー

/ 2… ζ二〉 。
fun ，culus 0コ宮 山

/ ノー 白、

" 

' 

ー

べC…る 。ー→

図 2.埠;'J1時のいJI以的様相とメラプとの関係 (A，B， C 1i!) 

;';i5に出現した Stagc IVではJiJl紋部で周開組織との総着

をd、めた Stagc Vlではほとんとの例で足JH屈筋鮮への

分校の分岐部の末梢 1O~20 mmの部位で神経は断裂し

ていた.

4.牽引後 5日Bの組織学的所見

Slage 1， 1II， lV， VIについて検討したが， A， B，C1if 
での明確な糸呉はなかった Pcrineurium は stage1で

1I'd血，細胞ui問な どの急性炎症像を;，t;ザj部に iitめ，

stage 1IIではその層柿造に乱れが出現した. Stagc IVに
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表 2.恋引後 51'1日の組織学的所比例， B， C i洋〉

(HE染色，van Gieson染色，~qiJ索鍍銀染色〉

神経内，Jt，~~ 筋校部 部μm引↓水

slage 1 / 

perineurium 
(epincurillm) 

fllniclIllIs 

axon 

stagc皿 r 
pcnnCUrJunl 
(epinClll・ium)

fllniculus 

axon 

s(agc IV 〆l
pennclInum 
(cpincllrium) I 

fllniclIllIs 

axon 

stagcVI /'へ pennellflum 
(epineurium) 

fllniculus 

axon 

'H1i部

1J:.化なし

1J:.化なし

変化なし

1J:.化なし

まE化な L

変化なし

'k化なし

変化なし

変化なし

変化なし

変化なし

変化なし

いたると筋校部での pennclInllmは消失していた，

Funicullls は牽引程度の低い s(agc1， mでは pen-

neunumに比し狽傷は少なく， Schwann細胞と，1JJわれる

細胞のWI加を一郎の例で認、めるのみであった Stage W 

にいたりはじめて出血を筋校部より木村i部にかけて生じ

た Axonの い'aller変性は stagcmで末析ii'(H，筋枝部

に認めたが， slage Wではその範閃は後JW!}政l文字11経部に

まで及んでいた(表 2)

考察とまとめ

神経内各要素のうちいずれが牽引に刈し拡抗 し，判明

を保護するかという問題に対し Sundcrland3)は pcn-

neunumを， 一方 Haflck4)は cpinellriurnをあげ芯、見

の一致をみない

今回，牽引速度による張))と米'JIKへの彬響を検dし

たが』来， ')J;))は牽引i主l交により彩轡されることががl凌さ

後勝腹l支神経f部

変化なし

笈化なし

笈化なし

出1(1l，細胞佼削

変化なし

1J:.化なし

出血，細胞夜間

細胞W:殖
vValler 'ki'1: 

IB曲l，細胞G:潤

細胞W:ffl

Waller 1J:.性

細胞浸潤

変化なし

変化なし

出血， 細胞浸潤

変化なし

変化なし

出](Il，細胞浸潤，I 出血，細胞浸潤，
l'iG列の乱れ | 配列の乱れ

調11胞増殖 | 細胞W:地
Waller変性 Waller変性

断裂

出血，細胞増殖

Waller変性

lUllIl，細胞浸潤，
配列の乱れ

出血，細胞上自殖

Waller変性

断裂

出血，細胞噌殖

Waller変性

れた また，今1"1の実験では牽引長を伸び率としてまF印li

するこ とは困郊であったので，グラフ上の stageをもっ

て牽引限度のよl'仰とした.その結果，二つのUIからなる

山線がwられた このことよりや11経支持組織と peri-

neunumが共同 して牽引に対し抵抗することが示唆さ

れた.また，ほとんどの神経が同一部位で断裂を示した

理山は，神経椛造そのものに起因するものと推定される

が，一方神経の分校の関与も考えられる.

文献

1) Kcndall， J.P. et al.: Acta Orthop. Scand. 50: 721， 

1979 
2) Sundcrland， S.: Nerves and Nerve lnjuries， 2nd 

Ed.， Chllrchill Livingstone， New York， p. 65， 1978. 

3) SlIndcrland， S.: Nerves and Nerve lnjuries， 2nd 
Ed.， Churchill Livingstone， New York， p.64， 1978. 

4) Haftek， J.: J. Bone Joint Surg. 52-B: 354， 1970. 
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運動神経束と知覚神経束との識別における

末梢神経コリンアセチル基転移酵素活性

Choline acetyltransferase activity in the differentiation between 

motor and sensory funiculi of peripheral nerve 

大 EI~ 始

上久保鉄夫

進

淳

井

島
王

五

福居!WJl宏

増原支li二*

末梢神経損傷に対する神経縫合術として，最近では神

経束同士を縫合する神経縫合 (funicular suture) がよ

り確実な方法として普及してきたり しかし神経束縫合

を行うには，個々の神経束力:運動性かあるいは知覚性か

を知ることが必須の条件となる.

知覚あるいは運動神経束の識別に関しては， 1)電気

刺激による方法2)， 2)神経断面における funicularpat-

tern (intraneural topography) を111枢と末梢で照合す

る方法3)， 3)アセチノレコリンエステラーゼ反応による

組織化学的識別法4-町などが}Ij~ 、られてきた 1980年に

イス ラエノレの Engelらりは， 知覚神経束に比して運動

神経束中にコりンアセチノレ基転移酵素 (choline acetyl-

transferase) の活性が高いことを放射化学反応により見

出しその酵素活性の差異により知覚と運動神経束の識

別が可能であると報告した.

今1"1われわれは本訟を応用し，手の末梢神経111のコリ

ンアセチノレ基転移勝素川性を測定したので報告する.

方法

末梢神経を約 1 ~ 1. 5mm の I~/Ii Iこスライスして各神経

束をとり l-Uし それぞれを， 300 mM  NaCI， 20 mM  

EDTA， 50mM燐酸緩衝液 pH(7.4) 10μlを合むマ

イクロ述心管に人れ， さらに 10μlの0.24m Mエゼリ

ン，訟;化コリンI4C_アセチノレ CoAを}JIIえることによ

り酵素反応を開始した. 凶 lのように 37"Cで30分の

保瓶を行ったのち， 50μlの Diisobutylketoncに溶解し

Key words: [unicular suture， choline acetyltransferase， 
peripheral nerve 

ホ H.Ohgushi 国家公務員共済組合連合会大手首ij病院整形外科

(e540大阪市東区大手前之町官有無番地;Dept. of Orthop. 
Surg.， Ohtemae Hospital， Osaka); S. Tamai (助教授)，
A. Fukui， T. Kamikubo， J. Goshima， K.恥1asuhara(教

慢):奈良県ーす.医科大γ整形外科

た tetraphenylboron(15 mgjmりを加え，撹J'I'したの

ち遠心した .1:清 20μlの 14Cのカウン卜を液体シン

チレーションカウンターで測定することにより各神経束

のコリンアセチノレ基転移隣素活性と した.なお， j!j孝素反

応、中の基質濃度は塩化コリンが 7.6mMで， 14C_アセ

トル CoAは42μMでありマイクロ遠心管 1本あたり

/の一一臣
マイクロ直心菅 / 

口 /

¥ I / +10μl 基質遣埴

u.../ c14c Acetyl CoA) 

神経車スライ ス . 

μ元商高 1 370

C 20~30 分

PI 口 ~ +50ωμ凶IT刊H山…，同a却山p

υYM 遣.(..(2，OOOx.， 2分間〉

ト 20#1了
パイアルーーーーー目ーーー吻惨~

ルシ'/.-0ろ1~ lO ml シンチレーター

図 1. コリンアセチノt.-1H云移両手素活性iJ!lliζ法
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Ulnar .... 
side 司

宅> R_~~~a l 
side 

ULNAR NERVE 

Funicular N。

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CAT actI刷 tyCCPM) 

18.700 

2.055 

5.138 

642 

635 

189 

1.235 

図 2.)て骨神経束コリンアセ チ ノレ)，C'I去移酵素爪性

CCAT).運動性と思われる神経米はOでノjよす.

U1Mro 

ULNAR 

Funicular No 

1 

2 

3 

4 

NERVE 

幸> R.向 l
side 

CAT activity (CPM ) 

10.226 

9.406 

2.005 

1.624 

図 3. )~'\'\ ~ill経コリンア七チノレ)，~ ' I弘、移併素 ì1ifil

約 82，000cpmの放射i'U;tij生をも っていた.

結果

_I:)腕什隠滅のために外科(1')に切断された前腕，'alよりパ

什 tillK:壬を 'Jik什レヘノレて、保取し， _I_')己の刀法で作神経*

のつリンアセチノレ)，~転移静止ご ì，íi14二 ( CAT) を，UMべた

同 2 のように尺側にì;T; 1をの山 L 、 ~ill K:手点泊 J庶民しており ，

a校 Cs!動i'lJへ辿なる下Ii料収と仰山しえた l刈3はや

宅> R_~凶slde 

U~;:: ~ 

MEDIAN NERVE 

Funicular No. CAT acti'lity Funicular No. CAT acti't'ity 
(CPM) (CPM) 

453 11 327 

2 190 12 360 

3 1.039 13 814 

4 764 14 457 

5 33 15 553 

日 200 16 582 

7 310 17 400 

8 463 18 200 

9 155 19 287 

10 591 20 300 

図 4. JF. rl'神経コリンアセチノレ基転移醇茶話性

受傷後約 3ヵJJの神経中枢断端のM'素活性を

示す

はり什腫必のために外科的に切断された前腕より 同様の

ブiì1、でパ↑!神経の防索活性を調べた凶を示す. このN'\~・

神経には各神経束が四つのグノレープに分かれていて，各

グノレープごとに神経*をー塊として酢素反応に加えて活

i'i:を波11)1ょした やはり尺Mの二つのグノレープは非常に向

い静菜市filーを有していた.かように，本法を川いればい

わゆる groupfascicular suture が簡単に'た胞できそう

である

凶 4は受傷後約 3ヵ月の手根管入 11での 11"1'神経JJH忽

の患1. の神経 'I'H~ I断端の醇素活性を示す 3木の両方薬活

性の I:'~ l 、 tl l l純米がみられ， こ のことは受傷後かなりの JUl

11:1をおいたあとでも ，'1'杯断端では解泉市fitがilliliE可能

であることをぶ唆している

~fj、では 20 ~，のi" 1 1終点の酵ぷ活性を神経;.1.(採取{査がJ

日O分以内にiIllJ'，とすることができ， 実際の ~m吊縫 fTにお

いて 1 1 " 1 の fl1-i時間 I)、l に知覚あるいは巡~V)神経;.1.(の識 1]11

を行い， 1仁川iな縫合が 1可能で，問1:11ら6)による Karnov-

sky染色改良法と同じく 有用な方法と考えられる.

文献

J) Millesi， H.: World J. Surg. 3: 67， 1979 

2) Hakstian， R.W.: J. Bone Joint Surg. 50-A: 1178， 

1968. 

3) Sllndcrland， S.: Br. J. Surg. 40: 580， 1953 
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6)日l品川 潤ほか.整形外科 32:1413， 1981. 

7) Engcl， ]. ct aJ 八nn.PJast. Surg. 4: 376， 1980. 

血管柄付神経移植の研究

一一シリコンチューブで遮蔽した移植片の軸索回復について一一

Experimental study on both vascularized and free ncrve graft; 

axon regeneralion in grafts transplanted into silicone tubcs 

光 I11鳥勲 波不IJ)I・清紀 jti林 立i)ア

第 251叶日本Tの外科学会において， 搬浪内に移Nlし

た血管柄付神経移fti'[(VNG) は遊離神経移植 (FNG)

よりもその軸索の成長が早いことを報告したり. しかし

これは術後早期のみであり ， FNG においても予111外に

ilijh索の成長が良好で、あった.その141肉として，移布([Mミに

作成した搬痕がラ y ト の場介，移布W \ 内への新生lfll'ì~;の

μ入を障害するf'p川が，j~l 、ためとヨ与えられ，今同はさら

にその新:1血管の以人がほとんどJ9Jねできない状態にお

ける同lr干の制J'JiJIJ生を比較し， :n干の考祭を加えて報告

する.

実 験 方 法

ウィ久タ一系ラット1ilf: (250~350 g)の小骨rlJ'経を用
い，前1"1)6表した F術操作')により， V:¥G i作と F0:G群

(コントロ ーノレ.l/Y)を作成した. このさい附併とも内径

2mmのシリコンチューブで移l1!U\を /~JiH した 以 l二

のラットに対して，術後経lI.'j的に以 FのJJ7)、で!14h非;の)与

a. JfJl管柄千l移Mjrr.Schwann tube 内に再付制IJ'#.の b・遊離移Mlr下 再'1rl4lJホはまだ11:瓜せず， 以・lnvann

山現を認める. 細胞のWI拘引をlitめる.

図 1.両IryともN:i/を自週 11のもので}己問I)I'i，';j~より採取した t\'! -1>:である (Toluidin Bluc染色， 400倍〉

Key words: vascularized nerve gr九fJ，f，・ec nervc grart， 

JnlCrosurgery 

* [. Koshima (講師i):筑波大'字形成外科 (Dept. of PJast 
and Reconstr. Surg.， FacuJty of 1¥1edicine， Univcrsity 

of Tsukuha， Jbaragi): K. Harii (助教照)， S. 1¥[atsll' 

bayashi: .M京大学形成外科.

ノ l 'を観~.ちした

1.筋電図学的検索

移相JIのr1 ， ~，gfJ!lIiこ wl]ì放 '''2 1娠をíiJ':き， ml腹筋'1'央部より

"活発波を"己主止した，5¥iJ千五，;11よi¥lccklc、cMお6を用いた.

2 組織定量的検索

移MJlの'1'H'¥f!!lJよりJtl.1見Itmレヘノレ主で 511)好よりむ!本
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-ー一一-free nerve g. in silastic tube 
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図 2.大径制l索(註 5μ〕密度の経時的変化 実線は血管柄付移植群，点線は遊離移植Jti'を
示し，片対数グラフとした.術後 24週まで VNG群のほうが高符;度を示し，それは坐

骨有1 1が=の末村【ì ，'~;に及ぶにつれ著明な斧を心している.

100 

を採取 CA~ E部，既報1)) し，エポン包埋後 Toluidin

Bllle染色を行った. また， この組織像を画像解折装置

(Kontron Mop-AM  03) を用いてw生駒h索の密度. u在

任を計測しさらにマイクロコンビュータを用いて処理

を行った.

3.生化学的検索 (軸索内輸送の観察〉

ラジオアイソトープ(14C-lellciめを坐骨神経の脊髄

前角細胞に注入したのち ， ~骨神経運動桜内に含まれる

放射活性を液体 シンチレーションカウンターで測定し，

放射能ltil線を求めた.その結果，山線上の移植片の部に

放射能の peakが認められ，その下行脚の軸索内輸送の

先端である 日owfronlを計測した.

結果

1.肉眼的観察

移jj(U :ーを千f~j用顕微鋭下に観察すると. FNG 群では

VNG 1洋に比べ，移自l([)十中央市lの狭小化とか膿揚形成の

傾向が認められた

ancle joint 

4wks 

8wks 

12wks 

16wks 

20wks 

図 3 再生事h索I良径の経I日f的変化縦軸にl直径，績

取hにや骨神経の中枢から末ti'iまでの部{立を示し

た 術後いずれのIR'fJVIでも VNG1洋のほうが

人ー筏であり，またいずれのliiWLでも VNG lt'f 
の作が大きいことがわかる.

ーー一一-vascularized nerve 9 
in silast. tube 一一-free n.g川剖last.lube 

sites in specl円、en

24wks 
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軸索直径をヒストグラムにすると，両群とも 2 ~ 3 μ に

頂点をなす単純性の分布をノJ~ した .

4.軸索内輸送の観察

両群の放射能l曲線を経l時的に比較すると，両群とも，

flow frOnlは経H、?的に末梢側に移動し，移植片部に存在

する軸索質のたまりも減少する傾向を示した 脊髄前角

細胞から flowfrontまでの長さを軸索の伸びた長さと

考え， 両砕を比較すると，術後 3週までは VNG:r.rの

ほうが高値を示した.また，曲線上の peakの部の面積

が判I索質のたまりを示すものと考え， これを 比較する

と，術後 2週までは VNG群のほうが高値を示した(図

4 a. b). 

1527 J(ll管柄付神経移植の研究

2 筋電図学的検索

誘発波は両i1fとも術後 8週ごろより出現したが，この

時期のものはI，I，H作とも多相性であった また誘発波の最

大振幅仰は，術後 24週まで VNG1洋のほうが日娠幅を

示した.

3.組織定量的検索

組織像においては. VNG群のほうが F:¥IG群に比較

して早期に再生恥h索が出現し，再生取h索径のm大を認め

た(図 1a. b). また再生制l索の密度は， 術後 12週ま

では VNG群のほうが大であった 直径 5μ以上の大

径羽h索の密度は，術後 24週まで VNG群のほうが著明

な高値を示した(図 2).再生取h索の直径は，術後 24週

まで VNG 1洋のほうが大径を示した(図 3) また再生
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節レベノレまで、のrmt立を示す e トー|は移植片の部位であり， この ，!~nに放射活性の
peak (軸宗質のたまり〉が存在し，その下行脚に Aowfront (↓で示され，軸索

内輸送の先端)が認められる 両群とも flow fronlは経l時的に末梢側に移動し，

l曲線の peak も経時的に変化を示す.
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考 察

遊離J(II管柄千!神経移植術 (free vascularized nervc 

graft)は，1976年に Taylorらによりはじめてその臨休

例が報告されたわが，その後3L:(1二ま で臨休的実験的報告

例はほとんど報告されていない これは;;}・術式が子術適

用の決定とか移値神経の選択などにおいて安易になされ

るのが不可能なものであるためであろう .そこでわれわ

れは，その臨床応用のための一助とすへく， Vi'¥G を過

去 5年間実験的に行い FNGと比較し 再'1:.'lijll索の!日l

復が，正常な移紅i床でも廠痕床でも V:¥Gのほうがすく

れていることを報告した1，3，4) ただ し それは術後 8週

日ごろの早期においてのみであり，術後後期は両訴とも

同し レベノレになった そこで今1"1のシリコンチューブを

使用することにより，術後に移{正i床よ り神経片内に伝入

する新生血管を遮蔽する実験を行ったが， そのが1架は

筋電図学的にも組織学的にも， 術後の全経過をilliじて

VNGがすぐれていた 今回の結果で，筋屯図学的検索

で VNGの誘発波が FNG よりも high ampliludeを

示 したことは，村井らが報告ーした;)ように組織定id:的検

索で VNGにおける大径'Iqll';ぷの密度が:WIJJrIしていたこ

とに起|対すると考えられるまた， V:\G て‘大径~qll，来が著

明に桶i加する税象はきわめて輿引ミがあり ，われわれは，

この現象を単に VNGの移植部における血行の立富な

ための縦狼抑制)')のみでなく ，取h索内輸送を介しての

VNGにおける神経細胞の代謝の充進の吋能性を考えて

おり ，それを解明する一つの手段として，今回はじめて

生化学的検'ぷとして!Iqll索内輸送を観察した その結果，

VNGでは， T 術後きわめて早期に羽11索質の移納部への

多量の輸送と Oowrrontの仲長を認めた この VNGで

の術後早期における和h索質の増加1現象は，こ のl時期にお

ける神経細胞での再生軸;#・を形成する蛍(-1代謝の充進を

間接的て、あるが推察させる また，その 軸京nの中に

Skeneらの報告した成長関連fu11 (growth asso口aled

pr0leins; GAPS6)) が出入 している ことも考えられ， 今

後この領域の解明がわれわれのテーマである.

以|二今[1'1は，周辺からの血行を遮依した場合の VNG

の和h，ぷ回復を FNGと比較し その筋電図と組織定量

的な優位性の機序を神経細胞のレベノレから若干の考察を

1)11えて報告した.
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末 梢 神 経 外 血 行 の 温 存 ・ 遮断 が神経内血行に及ぼす

影響につ いての電解式水素クリアランス法による検討

Experimental investigation of the e仔ectof preservation or removal of extraneural 

blood vessels on intraneural circulation by means of clearance of hydrogen gas 

!摩町;t:司

f色ITl{il5良11

田 島達 也

立川厚太郎

六 津 孝 街

程愛国*

近年の mlcrosurgeryの進歩により， 神経線維東縫合

法や，神経線維京間神経移植術，神経内全Ij離術などが技

術的に可能となったが， 一面これらの操作は神経内血行

を障害する可能性がある 一方，神経内血行を重要視す

る考えから，血管柄付きや1I経移行術や，血管茎付遊離神

経移植術なども行われるようになった.今["!組織微量血

実験 方 法 (図 1) 

H本ザノレの正中 ・パ'1'1神経を用い，区lに示すような三

つの group をつくり 3日， 1・2・3・4週， 2・

3ヵ月における神経線維束内，および線維束聞の血流量

を測定し併わせて組織標本を作製した. Group 1は，

神経外分節血行を 5，10および 15cm の長さで電気凝

Group 1 印∞k同 01Segmental BIood Supply 

キまま ま
ーじk二=ヴミ主そ

ト-5.10.15.cmー斗 £ 
|占|で遮断， group 2は， ネ'1'経線維束聞を

含む神経 lて膜を全周にわたり， 1， 2， 3， 

4， 5， 8， 10 cmの長さで剥i雛， group 3 

は，分節血行は温存したまま， 3， 5， 10 

15 cmの神経片を作製した

結果および考案
C旨q.4J2 Strゎping01 interfascicular白 向Ul1um

尋孟手
MesSlKement 01 ntra & i1terfascにular

circulation by耐W喝d姐tety.3days

正常の場合の神経内の血流量は，正中

神経で線車(1:%間が 38.6mljminj100 g， 

線維求内が 20.8mljminj100 g， 尺骨神

経では線維米間は 36.3mljminj100 g， 

線維米内が 19.9mljminj100 gで，両者

のあいだにほとんど差はない

1.2.3.4.8. 12.weeks 

司令生陸
図 1.Expcrimental method 

流量の浪IJ定を可能にした電解式水素クリアランスi1、を用

いて，これらの操作が神経内血行に及ぼす影響と，それ

による神経の組織学的変化を検討した.

Key words: intraneural circulation， clearance of hy-

drogen gas， preservation， removal of the extrancural 

blood vessels 

* K. Fujino， T. Tajima (教筏)， T. Yoshizu (講師)， I. 

Kameda， K. Tachikawa， A. Tei:新潟大学整形外科 (Dept.
of Orthop. Surg.， Niigata University School of Medicine， 

Niigata). 

1. Group 1.神経外分節血行遮断例

(凶 2)

5cm遮断例では， 線維束内，線維束

問ともに 3ヵ月まで大きな変動はない.

10 cm遮断例では， tJi(維束聞の血流量は一時的に 50%

まで低下するが， 3日後にはほぼ正常にH復する. 1ヵ

月後より再び減少を始め 3ヵ月後には正常の 55% ま

で低下する.一方，線車IUk内のJ(llI!rEは安定しており，一

時的に正常の約 80%まで低下するが 1週間後には正

常にもどり，以後大きな変動は示さない 15 cm 遮断例

では，総*!Ii束内の血流は，遮断直後に 45%まで低下し

1週間でほぼ正常に戻る. しかし線維束聞の血流量は遮

断直後には正常の 25%まで低 Fし， その後徐々に回復

するが 1ヵ月日でも正常の 74%にとどまり ， それ以

よ l
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後は遮断 10cm例の場合と同様に減少

を始め 3ヵ月後には，線維束聞の血流

は正常'の 30%まで低下する 術後 3ヵ

月目の処置部での組織像では(図 3)， 

5cm遮断例ではほぼ正常像であるのに

対し 10cmて:'fi一郎に変性に陥った像

がみられ，15 cm では変性はさらに高度

となる

以上の結果より，神経線維束内の血流

が 70%以下に低下し， それが数日間持

続することが神経線維の変性を生ずる条

件と推定され， さらに 50% 以下に低下

すると変性は広範になると考えられる.

また，この実験に使用したサルの正中神

経の直径は約 3mmということ より ，

血流も組織像もほぼ正常である 5cm遮

断例の結果を参考にすると 5cm は直

径の約 17倍となる. 一方 10cmの遮断

例では，血流の減少も大きく，神経線維

の変性像も表われることから，直径のがJ

20111までは神経外分節血行を遮断して

も安全であるが，それ以上になると神経

線維の変性をきたす可能性があるといえ

る.この結果をただちに臨床例に当ては

めるには問題があるが，神経外神経剥離

術や，神経移行術などの手術操作に対

し一応の目安になると考えられる 10 

cm， 15 cm 遮断例で，神経線維束間の

Jf!l流量が， 1ヵ月後より再び減少してく

る事実は，手術操作による周囲組織の娘

鋭化による神経管への圧迫で、はなし、かと

推定される.

2. Group 2. 神経上膜全周剥離例

〔図 4)

線維束内血流量は，剥離距離が長いほ

ど最初の落ちこみが大きくなり，これを

経時的にみると 1cm遮断例で 3日目

ですでに血流量は 60% まで低下し 1

ヵ月でほぼ正常に戻る 2cm 剥離例で

もほぼ同じ傾向にあるが 3cm 以上の

剥離になると，経時的にも正常値まで1"1

復しない また，すべての例で grollp1 

と同様に 1ヵ月前後より血流盆は再び減

少を始め 3ヵ月後には正常の 50%近
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くまで減少する.長11離 3ヵ月後の組織像

では(凶 5)， 1 cmですでに神経線維

の変性像がみられ，剥再ft.が長くなるほど

変性は若ψ1となる

以とのが，果より，神経線維束 1:[1血行

は inlrafascicular vascular sy3tem と

extrinsic vascular system をつなぐ重契

な血行路であり，長いや11経上膜剥離はAく

統的な神経線高Ilul之内向流量の減少をきた

し，成績に悪影符を及ぼす可能性がある

といえる

3. Group 3. 分節血行付き神経片例

(凶 6)

図 5.神経 1:11史全開剥離後 3ヵ月

操作l立後の血流量は 3cm， 5 cmの

長さでは，分節血行を温存しでも線維束

|付，級車I~束川と もに著明に減少するが，

10 cm， 15 cm と分節1fll行を長く残した

神経片ほど，血流量は温存される傾向に

;klll維 1cmですでにや11経線維の変叫:像がみられ， 長11離が長くなる

ほど変性は著明となる

Groul' 3 

1百三:
lW 2W互W4W-2雨さ雨 norm 1111 3D lW 2W 3W 4W今""3 .... ' 

Ilorm: normal 

1m.lmmεdiat 

図 6. Trunk severance with preservcd scgmenlal 

blood supply 

ある 経H与的にも 神経片が長いほど，線維;+(内，t:泉純米

間の血流はよりJE1IJ・近くまでi"I復する

以上の結果より， J(ll流という 観.'.1，功、 らすれば， Jfll管某

付きl<1j1経移随例では，神経j十は長いほど，血流はよく 保

たれるということがし、えよう

文献

1) Aukland， K. et al.: Circ. Rec. 14: 164， 1964 
2) Stosseck， K. et al.: P日ugersArch. 348: 225， 1974 
3)甲州啓二ほか 脳神経外科 9:1261， 1981. 
4) Lundborg， G.: J. Hand Surg. 4: 32， 1979 
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末梢神経移植に関する実験的研究

一一移植時期と再生率 について一一

Experimental sludy oC nerve graCting; primary rcpail' versus secondary repair 

杉 111 孝

知1!J!I'栄 治

福 141友 平

宮本:mn
越智光 ~

1:_田義平11

平松イ111夫

{、向 上tif号)A;

{ I子下健 I~ホ

1_..L 

神経移舶を行う場合，修復11寺WJの選択もや11経再生_I-.の 6cm)を 12区似IIずつ，総計 144区阿を1'111山した， その

iJi2l.tな|ペ干の一つである 臨床上，一般的には受傷後 3 1 民 plij 内のイi髄神経平均i~'~数をコンピュータ処理!により

ヵ)Jごろまて、に修復が行われるべきといわれている 1) ~~qU した.また， 同じ写真標本を使用して全引髄神経の

しかし必ずしも一次修復が絶対に必~か， 'I'-Jm二次修復 長径とid伐を訂d[IJした

でもよいか一l'分に検討されているとはいえないそこ 実験結果

で，神経の移値H、1)切とその 11}生率を知る 11(I'~で，神経移 1. 有髄神経軸索平均個数(100μm2 あたり 〉

有(iI;去のイI髄神経取h索を組織学的に評Irlli検付したので報告 名m:とも PからGへ中枢側縫合部通過により個数は土色

する. 加し， G から Dへ末梢~ll!縫合部通過により反対に減少し

実験方法 た(凶 1). 

体ru250 g前後のウィス ター系ラ yト却を用い， 子手i-I

川顕微鋭下に大腿部で坐骨下l'粁ーをYJ断し，総IWI骨iql経の

欠損i濡を 10mmとしたのち， ほぼ IriJj干の)~骨ネql経を

10mm採取し， 10-0ナイロン糸で二$1ずつ縫合同定し

た 脱神経後ただちに移植したものを l鮮とした ま

た，切断後の総!日t骨神経れj端を 11然、総イTを防ぐよう筋川

に縫介固定し， 1ヵ月後および 3ヵ)J後に同様の移舶を

行い， おのおの 2君r・3群とした 各併 51庄ずつ計 15

1症のモテソレを作成し移舶後日 ヵ)J目の再ノ|ーを組織学的

に評価比較した その部位は中村X~W縫介部より 5 mm' I'

.t区l';jI-P，移他部中央 G，末梢側縫介部より 5mm末

梢fftl-Dの 3ヵ所と した.

7h;本らの方法2)に従って，神経の会:横断超薄切片を作

製し透過電顕により倍率 2，000倍で 12ヵ所ランダム

に船影後 3倍に引き仲ばした 6，000倍の写真標本を使

用した各写真につき l区間 10x 10μm凹方(突iJllJ6 x 

Key words: nerve grafling， primary and secondary 

repair， packed axon density rate 

ホ T.Sugita， Y. l¥Iiyamoto， N. Hiramatsu， E. Hatano， 

M. Ochi， T. 日igaki，K. Fukuhara， Y. lkuta (講師)，

K. Tsuge (教皮):広島大学整形外H (Dept. of Orthop. 

Surg.， Hiroshima Univ口 sitySchool of J¥Iedicine， Hiro-
shima) 
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図 1 平均刺i索個数 (100μm2あたり〉
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図 4.!Iqh索充唄率

新'tijij[11二各グノレーブ。の例体の占める柄h索充唄率の範

闘を示し，その平均他をプロットした

2 有髄神経軸索平均直径

各前h索の長筏と主rH主からその直径に換算のうえ，各個

休の各部位における平均直筏を'fi:11¥した PからGへ仁l'

紹側縫合部通過により直径は大幅に減少するが，それ以

後GからDへ末梢側縫合部通過によっても変化せずほぼ

同径を保った(図 2). 

3.軸索充填率

1， 2で計nllJした平均個数と平均直径から 100μm'あ

たりijij[1京の占める面積をf，l:Ll¥した.この他は全神経束断

面獄中を..tj髄神経軸索が占める百分率，つまり取h索の充

損率となり ，取h索の個数と直径を統合した総合的な組織

学[内評lilliの単一指標と考えられる.この充t<)'tネは各1洋と

もPからG.GからDへと中似側縫合imおよび末納骨!lJ縫

合 i~1を通過する際に漸減した(凶 3 ).また.P，G，D各

部別に再生率を比較した.Pにおいては，各群間の各個

体を Mann-Whi tney 検定にかけると，危険率 5%以下

で 11洋と3Mに有;なの差を認め 3群の再生率が劣るが，

他のi洋聞に有意、の差は認められなかった. Gにおいても

Pと同様の結果が得られた Dでは危険率 5%以下で l

群と 3許，さらに 2群と 31洋に有意の差を認めるが 1

群と 2A:fでは有意の差は認、められなかった(図 4). 

考 察

神経移植後の機能的回復は末梢部での組織学的再生率

を当然、反映すると考えられる 3) その末納部では，脱神

経直後と 1ヵ月後に移植した場合に比べて. 3ヵ月後に

移値した場合の再生率は著明に劣る つまり，一次移植

と早期二次移植に明らかな差はないが，晩期二次移植で

は著明に成績が低下する この再生率の差は，基本的に

は中枢部の再生力低下のため生じさらに末柏、部での再
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生阻害が加わったためと考える

ま とめ

1 )神経移舶は早期に行われるべきであるが，必ずし

も一次修復が絶対的ではなく ，早WJ二次移修復も考慮さ

れてよい.

2 )晩期二次修復での再生率の苫明な低下は，主とし

て末梢神経中枢部の再生力低下のためで， さらに末相'ìm~

での再生阻害が加わった結果による.

文 献

1) i1! F健哉 予の外科の実際， 第 5版 1旬江堂， 見1京，
494頁， 1977. 

2) ':;';本義洋ほか 形成外科 25:180， 1982. 

3)平佳伸夫ほか 整形外科 33:1504， 1982. 

Entrapment neuropathyの実験的研究

一一Internalneurolysis と externalneurolysisの比較一一一

An experimental study on internal neurolysis for entrapment neuropathy 

貞広 刊日11

谷 俊一

1[1下弘

山 本 耕 土

勝 1EI幸子

近 牒-iE二

lfJI島 T[樹

れ 11時一 夫

近年 entrapment neuropathy に対する internal

neurolysisの功罪が注目され， 手Ifi々 の報告がみ られる.

しかし臨床研究では対照を同一基盤に求めることが困

難であり ，実験研究において，正常な神経に操作を加え

た比較は問泌を残 しており ，今11なお立見のー欽をみて

いない. われわれは過去に entrapment ncuropathy 

モテソレを作成し，報告してきたト町

今回， このモテソレを用いて externalneurolysis と

internal neurolysisの功罪につき比較検討を行った.

Entrapment neuropathyモデルについて

詳細はすでに報告されているので，要点につき紹介す

ると，動物はラットを用い，異物を使わず，n家浅腹壁

動静脈を用い，ダイナミ ックな要素を加味して，凶 lの

Key words: entrapment neuropathy， internal neurolysis， 
experimental study 

* T. Sadahiro C助教授)，S. Fujila， Y. Kamioka， H. Yama 

moto C教授)， T. Tani C講師)， K. Kondo C講印li)， T 
Kawauchi， K. Nakatani， H. Yamashita， M. Takashima， 

T. Kawakami :高知I医科大学:整形外科 (Dcpl. 01' Onhop.， 
Kochi Medical School， Nankoku); N. Hibi， K. Yama-

moto， K. Iwasaki， H. Takai， T， Mitsuhashi: 徳島大学

整形外科.

1.. lifiJ f(l ;彦

M内通

川 上JI.(~ 彦

I'，，'J 井 宏 明

1[1本 |寺司

'1'谷孝

11比 信 行

三 橋 雅キ

ごとく小骨神経に 21"1巻きつけ，ハムストリングの後縁

に縫新した その後， 逐週的に桝殺し肉眼的観察，

microangiography，病理組織検査を行った.その結果，

本モテ'ノレはllE急性圧迫で‘はあるが，徐々に進行性に病変

がすすみ， ほぼ 4週間で entrapmentneuropathyの像

を斗した

図 1.モテソレのっくり方



表 1.科l経長1)隣術後の悩殺時期と動物数
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図 2 事E症群における両神経長1)離術後のM波の経緯

さらに，このモ デノレ の麻痔の粍l立を継続的にtÍ\l~価する

方法として，電気生理学的検査を検討した.すなわち，

このモデノレのM波の娠IPI，1と終末潜l時を測定後屠殺 し， ヰJ

髄神経*g維数，有髄や11経平均直径および下腿三頭筋の湿

重量と対比した その結果.M波の娠似は，それらとき

わめて出し、相関を示し，終末潜時のそれにまさっていた.

Internal neurolysisと externalneurolysisの比

較

材料および方法

上記のようなわれわれのモテソレを朋い，処i白後 4週日

にM波の測定を行い，その麻j専の科度が均~ーとなるよう

に二つの.ftfに分け.exlernal neurolysisと inlernalneu-

rolysisを加えた 手術は， ラァトをネンブターノレ麻酔

下に腹臥{立とし，作成|侍とは別の進入路で殿筋を分け，

坐骨神経の絞犯部直 lニに達した External neurolysis 

表 2.神経剥麟術後 8週 11における各鮮の下腿三.0.員

筋の湿:[(10:C健側との百分率〕

1 external 1 internal 
ncurolysis I neurolysis 

amplilude of 61. 3+6. 5% I 51. 5+8. 4% 
M waveく5mV 1 (N=15) (N=18) 

amplil吋 eof 62.8+8.8% I 60.3+8.1% 
M wave;;:三5mV CN=5) CN=12) 

Pre-operative M-waveく 5mV

mV 
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図 3.重症Jtrにおける|何事l'続長1)縦術後のM波の経科

としては，絞似せる動静脈を切離し表面のみ神経から

遊離 した.Inlcrnal neurolysisとしては，その影科を強

調する目的で，日常臨床の方程、とは異なり，動静脈およ

び神経上膜を全周にわたって切除し，神経束を完全に遊

離 した. 両神経長1)郁術後 • 10週エーテノレ麻酔下にM波の

振似を測定し，一定期間後に属殺， 下腿三頭筋の湿屯量

を測定した(表 1). 

結 果

比較的軽症鮮におけるM波の振幅の経科は，図 2に示

すように internalneurolysis群において 1週日のM

波の振I~Mが術前に比 して低下しその後も回復が遅延 し

た 一方， 図3に示す比較的重症群についてみると，

inlernal neurolysis幹においても， このような低下はみ

られず，その後の回復課程においても .external neuro-
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Iysisと有立立がみられなかった 術後日週 11の筋湿 {I

放の健側比については，六 2のようであった.

考 察

Entrapmcnt ncuropalhyに対する inlcrnalneurolysis 

の功坪についての臨休報告は数々みられるが exlernal

neul'olysisとの比較は対照をとることが|羽難である 1，5)

また，動物:k験において，正常な神経に対する intcl'nal

neul'olysisの影科をみることは， 必ずしも解決を与えな

¥， ，6，7) 以 iのような }，'，i、から cntrapmcnt ncuropathy 

モデノレによる比較研究が望まれる.従うに似性}I迫によ

る木症モテソレは少なく 9，9)， それに)，~づく 比較研究も少

ない'0) われわれは， )II~物を月 J \，、ず，比較的可TI ，"(:}、1'1でタ

イナミックな安素を加味ーしたそデノレを1'1'成し，両神経長IJ

離N;jIi:Jの比較を試みた そのがi~~，比較的中主政併に対し

て行った 川tcrnalnClll'olysis f土，その l ~ 日から，すj

.\1~ ~こM波の(11:振 I~M化をきたした.これは，われわれが 11

常臨休で寸Jっている，-"f2え的にJul1jーを11，，[f{し -'1三官1I]の神

経 |二肢を残しゃl'終末聞に苫IJを入れるといった方泣、とは

異なった，徹底した神経米の遊離，除TCによるものと思

われる. その結果 Mi皮の振幅が， cxternal neurolysis 

r.下に近ずくためには， 約 6週刊の遅れを生じた しか

し 8週後でl討I，m]::]にヰfff.差を認めなかった 比較的

屯羽Ei洋に internalnellrolysisを行った併では， 長IJ離後

I週日でもM波の低娠恥i化はみられず，両群IHIに有君、差

をみなかった このことは，すでに神経束間の血行も強

く阿古された草液併では internalneurolysisによる血

行附吉も cxternalneurolysisに比して有17.差を生じな

いものと考えられる したがって，日7古臨床で，われわ

れの行っているlUl行温存に努めた神経幹内除圧は，血行

を 11，;11"干するという点では，~は少ないかも知れない ま

た，和l'経枠内操作による線維化の，遅発性障害について

は，動物の回復があまりにも良すぎるため，が"，命をIHし

えず， 今後， 組織学的検'ぶなどを加えてゆく予定であ

る.
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末梢神経障害における骨格筋の組織化学的所見(第 3報〉

Histochemical study on reinnervated skeletal muscle of rabbit 

Ml川ハ ヨド fVi出f百U〉ll-

われわれは第 24同および第 251叶本学会において，

entrapment neuropathy 患者の'丹格筋について組織化

学的検索を行い報告したが，今阿は末梢神経一次縫合後

における骨格筋の動態を知るべく動物尖験を行った

Key words: experimental study， reinnevation， histoche-
mlstry 

* 1¥1. Yokota， R. Iino (口町叩)，T. Yoshida， K. l¥lizutani: 

W)11大学投形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， S"hool of 
Medicine， '[oho Univcrsity， Tokyo) 

六 111武見 水 n一裕木

実験方 法

Thiopental 静脈麻酔下に成熟白色家兎 (2.5kg， MO 

の左膝関節前lで総!日|骨神経を鋭的に切断し， ただちに

8-0ナイロン糸にて顕微鋭下に cpineuralsutureを行っ

た.術後 2迎より 68週まで経時的に I石川区骨筋の一定部

位を採取し，厚さ 10μ の凍結切片を作製し， HE染色，

Succinic Dchydrogcnase (SDH)染色，Adenosir悶 Tri-

phosphatase : A TP-ase染色 (pH9.4)を行い， SDH 

染色標本より筋線維の短径を測定し赤筋，白筋別線維

径 h目togramを1'1'製した.
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結果

やI'j?(.縫合 2迎後より筋線維の大小不同

が/:Hmして. SO!ナI染色ド1:が低下しはじ

め 4週後には赤筋. A筋線維の識別

が困難となった HE染色では group

atrophy， small anglllar自b引 がみられ，

endomysium， perimysillmには結介織が

WI'I'.し， さらに enc吋仁domy戸SI川u山111口m には'/乍E胞

様所見もJみメられTたこ 5週てで‘:'1は主幻|怯肉土勾l川H限艮f的1内甘tにこ岩患、

側の前l脱i犯限5望引(，付け'l'竹l'

SDH染色V竹性j主iも低下していたが， 径小化

した筋線維に徐々に染色性が11:羽し 6

迎では赤筋線維の識別がn[能となった

8迎では泳'兎の歩行は11常に近くなった

が l土JI以的に lìíï !l円1 筋の萎縮は，なお~: IYJ

で. SDH染色ではすべての筋線維が染

色性を示した.また. SDH染色にて識}}IJが|村燥であっ

た肥大線維は ATPase染色で. lype 1， typc "両筋線

維であることが確認された 9過ごろから赤筋，白筋線

維の識別が再び可能となり hislogramでは. 1'1筋線車.ji

が，より径小化をノぶした. 縫合後 16週では SDH染色

て、中学[[の染色性をノJえした筋線維は減少し，赤Mj， ['1筋

線維の lypcgrollpll1g がゆlらかとなった Hislogram

ではii'~筋線維ともに1"1復の傾向がみられたが，平均径で

は， なお健似11より t'f小化を示した 20迎ではA、筋線維

(助

曲 1 l・・‘2W 

<<I 

却

1 .. 

個 j 肉・・ 62W 

岨

四

却 1曲

?国

図 2 縫介後 62迎

ーーーーー..
ー一一一- Q・

1国 (μ)

一ーーー..一一ーー-Qa

1国白}

a. SDH染色

図 1

の lypegrollpll1gがめだっが，ATP-asc染色では lypc

l線維の grollp1暗はみられなかった(凶 1). Hislo-

gramでは(1筋線維は赤筋線維より右ゴJ移動をぶし，健

仰jに比して肥大していた 24週では附筋線維は lype

groupll1gのほか mosalC状配列を示す {jH分もみられ

た.なお.group atrophy， small angular日bcr，pcrimy-

sium， cndomysiulTIの結合織の増'1:.は，ほとんどみられ

なくなった. 28週のliii}陸中I'Mjは， 1土JH良(1'-)に健D!l1と同大

か，むしろやや肥大し hislogramでは赤筋.(IMj級制!

ともにイi方移動し.:.v.J勾径でも健D!l1より肥大を示した.

32週では|去!限(1'-)にゆ]らかな肥大が認められ h目togram

でも 1'1筋線維のI1巴人竹、より川阪であった 36週より 44

週までは，ほぼl，iJ綴の傾向をIj，し， 48週ではliIi}fs'iH万の

}J~ :人は，なお持続し， SDH染色では lypegrollpll1gを

示したが， ATP-asc染色では lype1線維は切らかな gro-

lIp1唱 をノふさず， それらの多くは type11線維であっ

ij-
2.6810121.161・20222・'"・

図 3. 健M，.:心側における、|λ均線維径の経時的安化

日
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傾向をポし以後，最後まで持続した

赤筋線維は 28週ごろに， まず健似IJとほ

ぼ同大に回復し，しばらくこの状態が持

続し， 40週ごろには健側に比し肥大す

る傾向を示した(図 3).また，SDH染

色でrl'等度の染色性を示す筋線維につい

ては，時間の経過とともに赤筋，および

白筋に変化するのではないかとの報告も

あるがり， われわれの実験結果では，

type groupmg を示した赤筋線維，およ

び'1'等度の染色性を呈した線維は AT

P-asc染色では， 大部分が type11線維

であることが判明した.

a. SDH染色 b. ATP-ase染色 pH9.4 
次に SDH染色と ATP-ase染色につ

いて連続切片で検討を加えてみると，教
図 4 縫合後 20迎

た Hislogram では両筋線維ともに， JillMに比し右ブjに

移動し， 平均径でも筋径を増していた。 縫介後 56週，

62週， および 68週においても前腔'白筋の肥大は持続

し，両筋線維の groupmgと，とくに(1筋線維の肥大化

がめだった(図 2) 

考案

SDH染色性は縫合後 4週ごろまで低下するが， その

後次第に|υ|復し 6週ごろよりす、筋l'Jil*lfrのほかに SDH

染色でrl-'等度の染色性を示す線維がI認められ， 8過ない

し9週ごろには， さらに著明となるが， 16週ごろには

減少しこれにかわって向筋線維が明l僚となり，赤筋，

仁l筋線維の typegroupmgが明らかになった なお，

神経IIJ生後は経 i時的に lype1線維の grouplngが顕治

になるとの報告もあるが')， われわれの夫!検では lype

groupingが明瞭になった 16週以後では同様の傾向はみ

られず，むしろ 32週以後では， 1'1筋線維の groupmgが

顕著となったものもみられた.

また，神経縫合後の筋線維径の経H、?的劣化にIPIしての

報告はあるがト6)，動物の種類や筋肉の種類がさまざま

で，一定した見解はなL、ょうである.われわれの実験で

は，縫合後 9週で両筋線維ともに最小径となり，ことに

赤筋線維に比べ(1筋線維の径小化が強かったが， 1"1復は

向筋線維が早く， 20週ですでに健側よりも肥大化する

室水谷町らも述べたごとく， SDH染色

で，びまん性に染色される筋線維は， ATP-asc染色で，

type 1， subsarcolemmalにとくに強い染色性を示す筋

線維は， type II線維に相当することが明らかになった

(図 4) すなわち， SDH染色の赤筋， (1筋線維と

ATP-ase染色の type1 ， n，線維とは互いに parallelと

はならないことが再確t認された.また，一般に神経原性

変化としてま日られている，group alrophy，および small

angular fiberは， 縫合後 4週ごろから出射するが 6

ヵ月以後では，ほとんど認められなくなった.

以上，末梢神経切断一次縫合後における骨格筋の経時

的変化について，組織化学的所見を中心に述べた.

ごfl1;!+，ご絞|則をいただいた戊手本三男教授に深謝すゐ
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!腿鞘内一次腿修復における新しい試み

一 -Tensionreduced by-pass wiring (仮称〉の実験的研究一 一

Experimental study on a new method of primary tendon repair in zone n; 
tension reduced by-pass wmng 

山 111健 制 吉 田 健治 7K 1 [1 凡 ~ I :.

小宮節郎 井 上 1専*

No man's Jand 内損傷!住tiこ対する一次監~縫合におい

て，修復1llJ!の滑走を阻害する周囲組織との癒着形成は最

大の難問題であり，手術手技もさることながら， 術後の

同定と運動の時JtJは今もって論議のがJである Klcinertl)

らによる craly conlrolled mobilizalion は有効な方法

であるが，Ejeskarらのの報手?によると， 必ずしも満足

b. 

図 1. 術式 CJ雌'Ifl内に Wlreを通した場合〕

できる成績ではない.これは鍵縫合部の緊張緩和と癒着

防止のための早期運動の兼ね合わせが後療法ときわめて

困難なことによる.

われわれは修復 l総自体が筋張力に耐えうるまでのJ~J

問， )鮭縫合部にかかる張カを緩和しさらに服tの滑走を

許す手術的方法(仮称 tensionreduced by-pass wiring) 

c. 

を実験的に試みた.

実験材料および方法

ブロ イラー幼若鶏 72羽の第 3足 指深

折T:U筋腿 (FDP)を用いた.予備実験の

結果，まず術式は単純な方法で行 うこと

を必本とした.皮切後 longvinculumの

すぐ末梢で FDPを切断し，6-0ナイロン

糸にて 2個のがi節縫合で IJJ縫着し，同郎

のj隙，mは切除した.次いで同艇の遠隔11.'

m部(第 1指節レベノレ〉に3-0ナイロ ン糸，

4-0 monoあるいは muJti-日lamentstain-

less wireを cirss-cross法でかけ， 制!I(tfl

外または腿鞘内を by-passwireとして

指先m~まで通して ， 1.従縫合部にかかる筋

長ブJを緩和するように wlreに緊張をか

けて puJJ-out 固定した(凶 1).FDS 

は温存または切除した.術後は軽い I~I !fSiJ 

運動を許すように boxingglovc型ギプ

スを 2週I1¥J装着させ，除去後はケージ内

b， cの状態で縫合部にかかる筋張力を緩和するため by司 pass wire 

を緊張させて爪に同定する

でi'Ir~1 に歩行させた.大半を 5 ~ 6 週で

属殺して，縫合鍵の滑走状態，総合，周

Key words:日exortendon， healing， expcrimcnt 

* K. Yamanaka(講師)，K. Yoshida， K. Nagata， S. Komiya， 

H. Inouc(助教俊〉 久留米大学整形外科(Dept.of Orlhop 
Surg.， School of Medicine， Kurume University， Kurumc). 

悶組織との癒着形成， by-pass wireに対

する腿および阪Hflの反応を肉眼，光顕あるし、は SEM で

観察した.

結果

1.鍵縫合と腿鞘外 by-passwiringの結果

術後 5 ~ 6 週日に手術足指末節の自動運動が認められ
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2. 腿鞘内 by-pass wiring のみの

結果

FDPを切断せず， 健I(!IJ内に by-pass

wiringを行ったが， いずれも手術足指

の(1jJi!JJ:J:伸は良好てーあった Dissection 

の結果，術後 3週日では腿および腿l(ifnこ

肉眼的にめだった反応性変化なく， by-

pass wlrcの腿刺入部に stainlesssteel 

wlreで軽度の肉芽形成を認めた横断切

片の HE染色組織所見では，ナイロン，

stainless steel )m辺に限)~l して腿靴内面

図 2.腿m内 by-passwiri時後 5迎 11. 右第 3J己指末節の屈仲良好

のわずかな肉芽形成と!虻の epltcnonの

肥厚が認められたが，融n・腿鞘1:¥1腔は保

たれていた しかし術後 5~6 週では

機械的刺激のためか by-passwireを

閉んで膜状に形成された肉芽組織が儀t'lIfJ
に総着している例があった.

3.鍵縫合と縫鞘内 by-passwiring 

の結果

術後 5~6 週日 17 例中 13 例が歩行時

に手術よ~ î行末節 の 1I 動屈伸 を行い ，

ROMも良好であり(図 2)， 切断岐に

よる FDP牽引でも良好な excursion

amplitude を示した(図 3). 成績良好

例は舵縫合部に gap はないか， 認めて

も 1 ~2 mm の secondary gapで，癒

着はあっても禿軟で伸縮性に広み， 艇

の術スt:を阻害していなかった By-pass 

wirc刺入艇部の splittingも短かい例が

多かったが，隣後した軽度の肉労:形成が

stainless steel wire (とくに multilila-

a・1腿mい1by-pass wiring(monolila- b. Wirc '1-'&端が):JJ1t11ととも mcnt)の場合にみられた(図 '1). 組織

ffr凡で、は，腿縫合部で限局した cpltenon

のJJ巴厚が認められ， コラーゲン待度はな

おmであるが，すでに艇長'Iqhに並行配列

し健内縦走血管も縫合部を貫通してい

ment stainless mctal wire):l週後 によく移動している

の軟線X線像

図 3.

たのはわずか 4f'lIJであり，切断肢の FDPt=1-'，j1)i{JlI恒草'引に

よる cxcursion amplitude はほとんどの例で符しく低

下していた Disscctionの結果 nylonby-pa" wiring 

の 4 例のみは 3 ~ 4mm の縫合，，'(j)の secondary gap 

(elongation)と緩い癒新だけであったが，ほかは by-pass

wlre の政断や同 Wlre による l院のl~l 、 splitting，縫合 ;;j5

の gap形成，広範な)，'，1OM組織との総新形成が認めら

れ， rN:鮫不良であった.

た. By-pass wireの鍵事IJ入部では splitに沿った軽皮の

肉芽形成と好酸球やリンパ球の浸潤が認められたが，

ナイロンではごく軽度であった.

~)j ， 成品't+良例では by- pass wireによる splitも

長く ，すでに tensionrcductingの役を果しておらず，

'1'には¥Vlreの破断例もあり secondaygap の中も大

きく，癒おも広範聞かつ硬い感があった (1苅5)
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考察

b 資島

. 、

多くの臨床例で周囲組織との総着は避

けえない現象であるわことを前艇に本実

験を行った • 1lJj張プJに対する Bunnellの

removing muscle tensionや Verdanの

transfixation pin法は固定的にすぎる.

その意味では本法は Kleinert1)， L川町4)，

Strickland5)， Ketchum6)らの controlled

passive mobilizationに対して， 1.陛鞘、内

を通した WlfC を一時的な代償腿とし

て，縫合古H)の緊張緩和と運動による

adhesion blocking を計る controlled

active mobilizationであり， Gelberman 

ら7)の突験的結論である heallingmode 

における biological repair responseの

質の改善を期待している腿鞘内 by-pass

wiringの実験からみて， また!段癒合後

は Wlreを指先から故去できる点で，臨

床応用への可能性はあるが， by-pass wire 

による腿の splitting が最大の難点であ

a・ 肢~鞘内 by-pass wmng後 5週日 (multifilamentstainless steel 

wire) 

b. 腿縫合部癒合良好. By-pass wire刺入部に軽度の肉芽形成

図 4.

a・縫合部 (Azan染色) コラーゲンの密度は粗であ b. Nylon by-pass wire )jiIJ入i(H(HE染色). Split 

るが，長袖に配列している. 短かく ，反応も軽度である.

図 5 腿'l¥rJI付 by-passwiring後 6週日(ナイロン糸〕

り wlreのかけ方を tendonbundleをもっと把持する

方法にかえ，他の稜々な問題点とともに今後の尖験的検

索を重ねていきたい.

まとめ

一次的腿修復において， f術的に腿縫合[侶の張力を緩

和するとともに!健滑走を許す方法(仮称 tendonreduced 

by-pass wiring)の実験的研究をぷみた.
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同種保存!腿移植に関する実験的研究

一一末梢鍵停止部を中心に一一一

Experimental study on tendon grafting; especially on tendon insertion 

，1
'村先

四方義則

榊田喜三郎

奥田良樹

平 沢 泰 介

宮 口II師夫*

1 ~ ..L 

われわれは第 10同骨関節の基礎を，;丹る会において， 閲して pulleyを残し， 鍵停止部より 3cm 深ぬ|屈筋腿!

腿停止IiH付近の修復法を， 1)端々縫合， ll)重複縫 を切除しIriJ種保が艇を移植した. 中服部は Kessler法

合，皿)pull out簡便法， N) pull out j)"li便法に骨片 にて縫合を行い ， 末梢部はデンタノレバーで:'~II 骨に孔をあ

挿入，の 4群に分け，組織学的，力学的検討を加え，IV け，腿端を pullout簡便法で孔の中に導き， 廿片を姉

柿がも っとも有利であることを報告した 入する(閃 1). コントローノレとして第 4~I I:の腿を切除

今阿は，われわれが作製した同額保存腿を用いて阪n移 後，その場でi'I家移舶を行った.術後 4週I1¥J屈曲位でギ

舶を行い，量t停止却はW群と同様の処位を施し，腿停止 プス固定を行った

1mの強度について検討を加えた 結 果

実験 方 法 肉眼所見 :各週とも鍵停止部付近の癒着は著明である

保存腿作成法 家兎の後足深則):1:筋!虻を採取し， 100 が， '" 1，js縫合部，移備艇中央部での癒着は軽度であるー

%エーテノレ，100% エタノーノレで脱1H1. 0.01% フィシン 組織所見 :術後 3週では，腿停止f，H付近での組織像は

で脱iliI~I 後， 0.05% グノレターノレアノレデヒ ドで架続を行 ~1~lrFr: :1にあまり差はなく ，骨に接触する部分で円形細胞

う.これを凍結乾燥し 0.1% アテロコラーゲンでコーテ I')il'llが昨日月である.線維芽細胞の佼入は， "1"似縫合1ri1お

ィングした後再び凍結乾燥する.

移植実験法 :体重 2.5kg前後の家兎 30羽を用いて行

った.第 3祉足底部に傍正中縦皮切を加え，酬を縦切 | 仁二コ fresh

bone peg 
Kessler 

graf七ed 七endon

図 1 移植腿縫合法

Key words: tendon grafting， tcndon insertion， tensile 
strcngth 

ネ T.Nakamura:近江八幡市民病院終形外科(<&b523近江八幡
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図 2 引張試験

斜線グラ フ上の%は新鮮自家腿移舶に対す

る保存舵の強度を示す
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図 3. 引張試験施行11寺の断裂部

3週では両1洋とも鍵挿入部が引該け

る. 6週では保存騰は移植片中央部で

腿断裂をきたす.自家艇は停止部で剥

離する 12過ではl山il洋とも停止部でおl
離する.いずれの訴も中;M縫合部での

腿断裂はない

図 4.保存鍵移航後 12週

艇の謬原線維が骨内に侵入している (AzanMal-

lory染色，200倍)

のである.移植後 3 週では，移布([片の耐~;fóから線車H~芽細

胞の似入をみるが， 移航片'1'央部にま では 達していな

い. }I参l点線維の蛇行，断裂が中央部に起りはじめる し

かしながら引張試験では， ι1.'躯縫合部や匝n途中での断裂

はなく ，向家腿と同様骨への挿入部が引故ける.術後 6

週になると保存艇と自家!雌は違った態度をぶ し，J'I家腿

が停止却で剥離が起るのに対し，f米仔腿!では砂植片 '1';Jc 

部で腿の断裂が起る(図:3). 

四方ら (1980)によれば，線維芽細胞が移植片全体に

よび末端から移植片'1'央にI"Jかつて起るが， "1'央部では 認められるようになるのは，術後ほぼ 4週であり G週

線維芽細胞はほとんど認められず，移組片拶原線維の蛇 になると移植片全体に修原線維の再生が認められるよう

行や断裂がみられる.術後 6週では胞と骨とのj:¥j隙がな になる。 一方，移舶J:-惨原級車Itの軟化が起り，この11、子JQI

くなるが，正常鍵停止部のごとき層構造はみられない に修原線維の再生がもっともお くれる部分で腿の断裂が

保存腿では線維芽細胞がまだ多くみられるが， J'I家腿で 生じてくると考え られる 術後 12週では，腿自体の強

はほとんどみられない.術後 12迎になると保存艇も紘 度も停止部の強度も摘すが， }雌自体の強度が優位とな

維芽細胞の数が減少し，修原線維の蛇行が減じるととも り， 1'1家腿I'PJ線腿停止部でril.より剥離する.このl時期で

に骨内に伝入している{象がみられる. は，組織学的にみると肢の修141線維が'l'1'1)~へ伝入してい

力学検査 :引張試験には，シ ョッパ ー型織物引張試験 る像がみられるが， Dolgo-SabUl‘of[ (1929)や Cooper

機のチャ ッタ部を改良したものを用いた.術後 3週で (1970)らのいう正常腿付着剤lの凶つの !?jは識別できな

は， コントローノレ群の LI家縫移植では平均 1.4 kgの力 い(図 4). 

で末梢端が骨より引絞ける. 保存血~では ， J'J家腿の 75 保存腿移植に|対しては，砂船出~の宿主への適合性の間

%の力でやはり骨より引絞ける. 1t'r後 6週では，コント 題，総着の問題，強度の問題など多々あるが，われわれ

ローノレ群は平均 5.9kgで骨との接合部で剥離する. 保 が使用した同種保存腿は，炎症反応も比較的軽度で，末

存腿は自家艇の 59%の力で移他片中央部で艇の断裂が 柏、健停止部ではかなりの総J7がみられたが，中紙縫合部

起る.術後 12週では両群とも停止部の強度を増し骨と および移値片中央部での総着は軽度であり，十分なる滑

の接合部で剥離する.保存艇の強度は自家腿の 70%に 走性を有する 強度的には，移植前，移組直後では，正

まで回復する(図 2) 常腿に匹敵する強度を有し， 3週まではその強度が比較

考 察 的保たれる. 4週から 6過にかけ修l京線維の再生が起る

われわれが使用した保存腿は，外観は新鮮鍵に比べ光 過程で移植片修l京総維の軟化が起るようである.新鮮白

沢に欠けており，組織学的には修原線維の枠組のみのも 家腿に較べ強度的にはやや劣るが，術後 12週では， 保
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存鍵は向家艇の停止ffl~強度の 70% に達し， 途中での健

断裂は起らない われわれがi'F製した保仔腿は， 1'1家!健

移績のみではiiliえない多数指の刈度煩{むには使月JIl[能な

騰であると考える.

まとめ

1 )われわれが作製した問純保存艇を用いて腿移航を

行い ， 末梢腿停止fff~を中心に検討を加えた

2 )術後 3週では，中j叔縫0fmでの断裂は起らず， :;jく

梢端が骨より引放けた

3) 術後 6 週では， 保存血tはql*{~~で跡的ifti~が起る

4 )体I筏 12~では， 取t仲11.却で什より最11断 し， 保({

鍵はn家鍵の 70% の張力を示した.

5 )われわれが作製した保存腿は，1':1家艇のみでは補

いえない高度損傷には実用可能な腿であるが，移植後 4

週から 6週にかけて強度が減じるので似屯な後療法が必

要である.
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損傷!雌修復に関する実験的研究

一一第 3報 人手指屈筋挺膝輸の微小血管学的研究一一

An experimental study on the healing of injured Aexor tendons; part 3 

a mtCt・ovascuJarstudy of the human Aexor tendon sheath 

前 111道宜 ]. M. Hunter R.]. Merklin* 

!ポ筋腿への栄養は，腿I)..JJnlfI路と!虻納I)..Jtl'l.液i協の二つ

の経路によって供給されていると考えられてし、る 屈筋

腿内の血管分布についてはすでに詐調11な報告がなされて

いるが， m液~/I・の場でもある腿'"îiの血管分布について

はわずかの報告しかみられない.

われわれは正常な腿符lの血管分イliについて検索 し， さ

らに加齢とともにこの.rf[l符分布がどのように変化してい

くかを調べた.

方 法

Thomas-J effcrson 医科大学で何られた新鮮屍体標本

の 14Tを用いた 年齢は新生児か ら80政まで分布して

いる がl腕を近位ほぼ 3分の lの部位で切断し， 16ゲ

ージ静脈内留置カテーテノレを抗'l'j'rs)脈と尺什動脈に帰入

した 血管造影のための注入液には，墨汁とラテ γ クス

Key words: fibrous tendon sheath， synovial tendon 

sheath， microangiography 

* M. Maeda:信州大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， 
School of Medicine， Shinshu University， J¥Iatsumoto); 

J.J¥1. Hunter， R.J. J¥lerklin: Thomas-Jefferson Medical 

College 

を 2士、J1の割合に混合し，これを生理的食甑水で約 7倍

に希釈したものを用いた まず生理的食極水で港流した

のち，手圧にて注入液を注入 した.切断端部には止瓜l帯

をかけて注入液の漏出を防ぎ，皮l内全体が十分墨染され

るまで注入した 注入後 10% ホノレマリン液中にて約 1

週間[.1:<じしたのち，拡大鏡を用いて解剖した とり 出し

た組織は 2日間アノレコーノレ液中にて脱-*し. tricresyl 

phosphateと tri-n-butyl phosphate を 11対 2の割合

で、混ぜた混合液にかけて透明化 して観察した.

結果および考察

I 腿鞘掌側の血管分布について

固有指動脈は総指動脈から分かれて末的に走り，末節

骨のほぼ中央mlのレベノレで両側の固有指動脈が連結 して

アーチを形成し，このアーチからさらにいくつもの分校

が指尖部に分布している.この間，固有指動脈からは軟

部結合組織，指神経， 厳~ ， 鍵鞘そして骨膜へと数多くの

分校が分布している.腿翰掌側に分布する血管は，さま

ざまのレベノレで，固有指動脈から直接分枝したものであ

る Transverse digital artery も固有指動脈からの分校

の一つであるが，これが鍵鞘を貫通する直前に出した枝



JJ1fYi舵修復に|却する実験的研究 1545 

図 1.1 3 歳，女イIJ~1J行

I;rn 千ït行動W~から分校したJf1 l管が腿間

学側に分イIrしている。 A2，A4， pulley 

，'fflではI血管分;{IIは密である.

図 2. 1 3 成，女/，~rj二1折

A2 pullcy ;";1;の掌n!lll((jである 血l叩rl
に分布したl血管は細かく分かれ，不規

則な緋11l状構j色ーをなしている

が腿!市rJ" t~1)[11に分イIJすることもある. 1，I'iiJ!l1のl山|イJ1i'i動脈か

ら分かれたこれらの分肢は，腿!*ru:でさらに糾かく分か

れてお fμ、ι交通しあっている (l刈 1). )'，イ1.，viにおい

ては， 血~開学 11! 11 の 1(l l 1î は全体にわたってj~j ~\\ には分イliL 

図 3. 13政， ';:. 1，リI'J行

j院中riの1¥'n!ll市iである .PuJkyの表面

には血管は分布していない

図 4.25 i;&，リJ方:'1'1行

A2 puJlcy 部の透徹標本である 閃

卜端部には A1pullcyの ;"~I も合まれ

ている ~I"N;に微細な I (l l管が僚に分布し

ている

ておらず，;";j){立によりむら泊、ある とくに A2 (Arに及

ぶこともある〕と A，pulleyの部分では )1二常'に微細な

I (l l ~~;吻合がd、められ， 不規l!lJな例日状防込ーをなしてい

る cl刈2). χbrodowski らのいうような， )健鞠中央部

』温E
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図 5.80歳，女左中指

A2 pulley都の透徹標本である 若

年者でみられた微細な血管は消失し，

比較的太い血管が残り血管分布は粗に

なっている.

で血管分布が粗であり，辺縁外側背sで待;であるというよ

うな事実は認められない. J血管分イ1)のばらつきはむ しろ

pulleyの部分とそれ以外の部分とのあいだで蒋明であ

る.

2 腿革向背{&IJの血管分布について

~H4'l背側の1fn.管分布は掌側とはまったく様相が異な

る 腿鞘背側では五つの annularligament と三つの

cruciate ligamentが認められるが， これらは肉眼的に

は前肢性脱抑jの内面(背側〉に位1，"，':し，とくに A，pulley 

近位端， A2 pulley遠位端などにおいては Lundborg

らも述べているごとく ，滑膜性腿鞘との境界都はポケッ

ト状の構造をしており ，その境界部を明|僚に区別するこ

とができる Pulleyの背側にはまったく JIll管分布を認

めず，計?膜性脳!有jの部分にのみ血管がみられる(閃 3). 

腿納背側に分布する血管は transverscc1igital arteryか

らの分校である. 固有指動脈から分枝した transverse

digi tal arteryは腿鞠を貫通し， 骨膜や vinculaに分布

するとともに一部は滑膜性鍵鞘背{JlI]に分布する.

以 I'.)!sベたごとく， 1凶鞘に分布する血竹は両{Jll]の幽有

指動脈からの分校であり，これらは腿鞘上でお互いに交

通しあっている したがって片側の固有指動脈からの血

行が途絶えても，反対側の固有指動脈からの分校が祖存

されていれば，居室鞘への血行はたいして障害されない.

また臨床而からいえば，艇の手術にさいしてはできるだ

け健常な監Hflで鍵をおおうことが必要である Jru!，y，rlを切

開する必要がある場合，その至適部位について Zbroclo・

wski らは，腿干名rl'央部では 血管分布が少ないというこ

とから正rl'j;/J開をすすめている しかしわれわれは上

記の理 rll により ， 腿中，frW関の至適部位は腿4'11の'~J 付着部

に沿った側面て‘あると考える

3.加齢現象について

屈筋腿の腿内J(l1管は，高齢者になるにつれて乏しくな

ることはすでに報告されているが，腿開に分布する血管

にも l 'íJ様の現象がみられる。若年者では腿 ~rl全長にわた

って血管がよく発達しており，とくに A2' A， pulleyの

掌fJ!l]では非常'に微細な血管吻合が豊富にみられる(以1

4 ) 年とともにこの微細な血管は次第に減少し，比較

的太い血管のみが残って腿鞘全体としてはJfll管分布は均

等化してくる〈図 5). この現象がいつごろから起るの

かについては，今回の検索では使用した新鮮屍体の数が

少ないしまた個体差もあるので明確なことはいえない

が，われわれの作成した標本をみる限りでは 50歳代よ

り起きていた.

結語

新鮮屍休標本を用い，微小血管造影法により入手指局

筋腿腿，y，rlの血管分布を観察し検討を加えた

文献

1) J.undborg， G. et al.: Scand. J. Plast. Reconst. Surg. 

11: 195， 1977. 
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指屈筋!躍腿鞘内における指屈筋腿縫合部を

透析膜で被覆すること による腿癒合状態に関する実験的研究

Experimental investigation of tendon healing in the自exorsheath by 

wrapping up the suture site with dialysis membrane 

牧野正f1占 tU島達 也 古 津 孝 衛 中 屋愛 作*

1547 

目 的 組織反応、を検察した. 2)分子量 1万以上の物質を通さ

Lindsayl)， Matthcws2，3)，鴨川らは指JII:筋艇が inlrinsic ない (m.w.10000 cut 0仔〕透析膜と， 5万以上を通さな

healingするこ とを:.t験的に説明し，近年 Lundborg'-7) い (m.w.50000 cut 0仔〉透析際で被覆した指府筋腿縫

は遊~f腿小片縫合部の滑淡院 1)'] での intrins ic healing 合部を含む小片を膝関節内に挿入し， 透過物質の差に

を，当教室の勝見らめは滑膜被覆腿 ・非被覆縫いずれの よる旋癒合の差を検討した. 3)腿有j内で深指屈筋健

縫合部も禍膜佐内のみならず組織液内で透析膜被覆条件 (FDP) のみを切断して 6-0ナイロンで Kessler縫合

下で intrinsichealingすることを証明した.今回われ し縫合部上の健作'jA2-A4 pulleyを切除した後 m.w.

われは，これらの実験的事実をふまえて癒着を生じやす 10000 cut 0汀透析膜で置換した縫合部の総合状態を検

い舵鞘内腿縫合部を透析膜で被覆することにより，周囲 索した. 4))鮭怖いlで FDPを切離縫介し，浅借屈筋腿

組織との癒才lを生じないで!腿癒合が起れば透析膜を癒着 (FDS)をそれにつ らなる vinculum とともに腿聞外に

防止膜として臨床応用できる可能性があると考え以下の 除去 し実験 3と悶様に腿鞘を切除した後縫合部の全周

実験を行 った. を m.w.10000 cut 0仔透析膜で被覆し，膜の辺縁を残

方 法 存鍵幹jに縫合した条nで‘の腿癒合と1窓:B防止効果を検討

成熟日本サソレを)11い， 1) J康俊内挿入透析膜に対する した 実験 1，2， 3， 4とも経H寺的に標本をとり出し肉

' 
x )(. x 

..，.. 
..，.. 

x 喝、

喝、明滅" ..鳴~ ."'" ¥，. 叫

‘'̂'?"""""ミ二 制 ‘fs' 
可Ie

J a'、
岨・、J網除、危鰍、

‘-・h、

a・腹直筋内 4週 b.皮下脂肪組織内 6週

図 1.腹壁内挿入透析膜 (x印〉に対する組織反応. 1から数層の liningceJlよりなる滑膜類似組織

Key words: flexor tendon， tendon healing，自exorsheath， 

dialysis membrane 

* M. Makino， T. Tajima (教授)，T. Yoshizu (講師)， A. 

Nakaya: 新潟大学整形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， 
Niigata University School of Medicine， N時 ata).

限的 ・組織学的に検索した

結 果

実験 1:透析膜周聞には 1から数層の liningcell か

らなる滑膜類似組織の形成をみ， その厚きは 6週JI持出版

本で透析膜の約 2倍の厚さで 0.056mm前後であった
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a 

x 10) a. m.w. 10000 ClIt 0汀 b. m.w. 5000 clIl 0汀 2週 (HE染色，

c. m.w. 10000 ClIt 0汀 d.m.w. 5000 cut off 4迎 (x3) 

図 2. 膝関節内抑人透析膜被覆 FDP 健(\，、ずれも肉中久ー印は縫合;mをノJ~す〕

一一読まぞ司暗唱臨膚咽開，明 ー‘.'_

5週 透析11史(正IJ) とその周囲に形成された組織 (x印，

aの舵縫介郎癒{'1(矢印は縫介部， x 10) 

。週 透析11英被痩側には癒着なし(矢印は非被覆側より縫合部をぷす， x 3) 

6週のギゾス[;';1定後 4週 破似透析膜(矢印〕とそのI:fl隙よりの軽度の組織侵入 (x20) 

図 3. m.w. 10000 cut off透析膜半周被覆 FDP腿

x 10) a

b

e

d

 



指屈筋腿腿鞘内における指屈筋腿縫合部を透析膜で被覆することによるl従癒合状態 1549 

a. 4迎 FDP腿等;側表府に epitenonの増殖を認める (HE染色， x 20) 

b. 5迎。透析膜被覆部には癒着なし (HE染色 x3.5，矢印は縫合部〉

c・6週.縫合部(矢印〕 の癒合はすすむ (VanGieson染色，x20) 

d. d'. 6週ギプス固定後 4週 FDPのある程度の glidingをt認める

e. d， d'の縦断組織標本.良好な腿癒合を認める (HE染色 x2，矢印は縫合部).

図 4.ffi.W. 10000 cut off透析膜での FDP縫合Ym全周被覆

(図 1a， b) 

実験2 透過物質の差による単~総合のjをは必められな

かった(図 2a，b， c， d) 

実験3:透析膜周聞には表面平丹↑で朕との総着のな

い組織(図 3の中×向J)が形成されており 5i凪ギプス

1，1;1定後の肱n総合は良H(凶 3b)であり， 6週間のギプ

ス|剖定後のJJ見灰標本で透析膜仮IJの FDP表I而には総着は

ないが;被覆されていない glidingAoorと FDPとの癒

lrが認められた(凶 3c). 6週間のギプス固定後 4週

経過した際本て‘は透析膜の破損とその間隙よりもt入した

組織が腿表面に達していたが，腿のm動性を妨げるほど

ではないと4Uわれた(凶 3d) 

実験 4 : 縫合部令:J司被J桜条件卜ーでは 4 週で融t"ï~iJlIJ 友

面に epitenonの)i刊(fがみられるが， ι1'心部の総合はま

だみられず(以14a)， 5 迎では透析膜被程部では血~と

周囲組織の総pむなく，かっ膜の両端部て、艇と周Vll組織が

よく識別できる(以14b). 6週になると総介はすすみ

(図 4c)， 6週間のギブス1，1;1定後 4遡でJ尚:1¥した仰木て、

FDP Jru!を近(立に引 くとある程度の glidingが認められ

た(図 4d， d') 向指の縦断際本では透析膜被裂純聞は

少なめであるが良好な舵癒{;-を認めた(阿 4e). 
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考 察 まとめ

これまでに癒着防 止膜として cellophane，stainless 1 )透析膜財閥には前膜類似組織の形成をみた.

steel tubc， tantalumfoil， polyvinylc tube， polyethylene 2)透析l換の透過物質の差による透析膜|付の艇の癒合

tube， milliporc tubeなどがi試みられてきたが， 艇の中 に差はなかった.

心部壊死，縫合部隊関，腿と周聞組織との1宙通ーなどのた 3)縫合{fil企1M被桜条{LI卜では多少遅れるが 6迎で以

めその結果は必ずしも満足すべきものではなかった.こ 好な血~総合が得られた

れに対し本実験で使用した透析膜は分ずが l万あるし、は 4 )以上の実験結果から透析膜は総;i'}防止政として臨

5 万以 Fの物質を通すことにより，肢~の栄養陣:与をまね 床応用できる可能性があると考えられる

かず，また従来の被覆物より柔軟てー監~被磁の n 的により

適してし、ると考えられる このようにアミノ敵，ポリヘ

プチト， t塩類などは通す透析膜をtH¥，、る 4ことにより，間

凶との癒え守を生じないて‘腿縫合部の癒介が得られ，臨床

応用できうると考えられる.しかしこの透析肢にも外力

に対してもろい，全周を被覆すると縫介部の総合が遅れ

るなどの欠点があり，今後解決してゆかねばならない点

である.
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断裂!躍断端部の組織学的変化について

Histological change of severed human tendon end 

伊藤良

ヒト艇の l'川二過名'を採る 11的で，切断削!の断端肉芽組

織を手術時に一部採取し，光顕(1句観察を行った.

今1"1，対象とした艇は 35症例 68艇で|人l訳は}Uのと

おりである.交傷軽量転としては，ナイフやカラス片によ

るなど，比較的鋭利に切断されたもので，明 らかな炎症

症状のないものを選んだ.受傷より採取にいたるJtiJ聞は

o 11より 3年にわたり，年齢は 1歳から 60成に及ぶ.

受似i濡位は Verdanのプj法に却じて分類した

i瓜'N;，)凶は切断されると中似端，:;k村j端ともに損傷の

少ない腿m'ril膜中に退縦し受傷後しばらく，腿封rJには

I:l¥Jfll部を認める 3週ごろまでは， 比一切な総行もなく鍵

封;Jは新生肉芽におおわれ，円みを帯びてくる 3~4 週

Key words: lendon， hisl0logy， healing 

* R. Ttoh， K. Nakano (教授〕 兵庫阪科大学杉形外科(Dept.

of Orthop. Surg.， Hyogo College of Mcdicine， Nishino-

miya) 

中 野謙岩ホ

以後では，隣接鍵や周辺組織との癒着が始まる 当初，

肉芽はカンランょうの外観を呈しているが，次第に成熟

し，強|孟!な結合を認めるようになる

表 1.

rDP pd rox 24 
1St 

ros pdr. ox 
1St 

12 

EDC pdr. ox 
lSt 

16 

FPL pd rox 
1St 

5 

EPL pd rox 
1St 

6 

PL prox 4 

FCU prox 

68腿



組織学的所見

Zone J[で受傷， 型 U採 取した 36成

男了ーの浅折):Jiíi力肱~中枢端では，血~端に山

血巣を認め， J虻-*間の聞大がめだっー)従

来日lには，血球の散化とともに惰円状な

いし円型の核をもっ fibroblastが:1'，現し

ている.

Zone VIllで受fJ，;j， 5 LI ¥1， 21歳VJfの

総指令11筋腿仁I'~端では I epItenonにおい

て fibroblastが数をj曽しており ，微細な

新生修J)，¥線維もみられる.腿束端には l

~ 2 陪'の 日brob l ast が配列し， これらは

epilenon へと辿らなっている(図 1). 

Zone Jで受似， 2週 bl. 38歳男子の

深指JITiMJJ淀'1'.Jii川 では epilenonに辿

統する腿封fJ肉牙の fibroblastはさらにm
~(i し ， それととにも級車It成分も W:JJ II して

きているが，走行は不定である 新生|勾

芽と腿及川;との度界は，次第に不鮮明と

なりつつある Endolcnon での細胞J作

品自は，あまりめだたない

Zone Vllで受傷， 3迎 ¥1， 21 成VJfの

深m府筋)腿'1'相~{i;M では J首91自した epi

tenonに述統する惨原線維)習が|勾分 の外

側を構成し， J院長'MIとは盃i立に走行して

いる. この線高IIU仔と血~末端のあいだで

は，細胞成分が多くみられる.この細胞

成分の多L、中央!土l芽は 腿 * 聞にくい込

むように癒合している. 本標本では，

endolenonの毛細11符周辺市で fibroblasl

の増~(I はもっとも布切である(図 2 ) 

Zonc Jlで受傷， 1ヵ月 ，22歳男イ の

長母指11\ 1筋監~では， rlユ枢断封Irll勾芽の総統

成分がさらに増加lし，走行は波状を呈し

ているものの，OO!長ilijhにほぼ一致してい

る.細胞成分は減少しているが，なお大

型である 末柏、断討iJj:i:J芽は，中枢側のも

のに比べ細胞成分の占める割合いが多い

(凶 3) 

Zone 1で受傷， 3ヵ月経過した 30成

男ヲの淡指J:J:筋肢~中枢端肉芽では，線紛争

走行は直線的であり，紛[*II~束形成も部分

的にみられる.細胞数は少なくはない

が，核は長!Iqhに延びた形で，鍵細胞に類

lH  ~ 

断裂腿断端部の組織学的変化 1551 

図 1.JーIE染色， 200倍

図 2.HE染色， 100倍

a. rl'Æ松~[IJ肉芽 b. 末布lì ~[lJ 1勾応

図 3.HE染色，200倍
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似してきている(凶 4) 

Zone 11 で損似され 3 年後にfiJI~ し

た， 19成友子の派指屈紡出t中村正端l土l対

では，級車fIが紺!\， 、波状を~~:する部分もあ

り，肱t米間の壬細符周辺には多くの制111む

成分も観察される.

考察

損傷艇の種類，損傷;';i1i立，受(t)jt設転，

年附など，綿々の要関が影響するなか

で， 一応に終H与的変化として鋭燃してみ

ると，匝~jjJ断後から 3 週ごろまでにも っ

とも顕符な変化を示したのは cpitcnon

であ った 切断直後からこの却でj杓舶し

た fibroblas t は，舵*)t~品をおおうように

配列し，微細11な修原線維を遊11¥する

3 週 11 に採取した車r端l士:J~では cp '-

tcnonにA絞する線利lJ冒と cndolcnon

にA絞するが71，'な|去l非とをゆJI僚にlヌ.jJIJす

~丞毛亙主主沼返述込

ることができた. このような組織所見か
ー一ーー令 Epilenor、

ら，在 行らは模式|立J (凶 5)のように，

艇が切断されるとまず ep'tcnon におし、

Ep，tenon 11 111 

て細胞Wi9i((が始まる これに対して

cndotenonでの創11)]包1将舶は少しおくれて

始まるが， その後， 長WJにわた ってがじくものとHfi測し

た

融f)i;1J1勾対が)，'，j辺と癒flする 4Ail以後の組織{象からは|刈

3のように， 'I'ft>(側端の|土I::J'は，木村'i側封jl;のそれに比べ

l脱線変化がやや'1'く進行するとのnJ匁をも った

むすび

1) 35 uE fJll 68舵の附f";品|勾封組織をf光IIJil'ド)fこ制然 L，

J:.として終11与がJ変化につき述へた.

:2) IIlJt内組織による|相i端の修i¥U日付:制 察された.

:3;坦ごろまでを線新!形成期とすると liij、l'は ー仁として

cpitenon での，また i&~判土 cndotcnon での調111泡WI9i((が

!JIJj抗にみられた.

Tendon 

図 5.

:3) 4週以後の腿端|土l牙の量r係劣化は， '1'似ntJjv;;，jがぶ

H'ì ，，~;J に比べ， やや早いと!ど、われた
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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 10報 腿剥離術における再癒着防止の試み一一

An experimental study on the healing of the digital flexor tendon and 

restoration of gliding function; part X prevention of adhesion after tenolysis 

木村記行

市川慎介

中西 忠 行

伊藤恵康

湯沢喜志雄

内丙兼一郎*

最近 noman's landにおける館筋腿損傷に対し， 一

次縫合が広く行われるようになったが， なお癒え3のた

め，肢~量IJ隊術を余儀なくされる例が少なくない 教室湯

沢')は第 9報において，精液の一成分であるヒアノレロン

酸が癒着 T防に有効であることを報告した.

今回はヒアノレロン酸の腿剥離術，腿修復に対する影響

について，ブロイラ ー幼若鶏 140羽を用い実験的検討を

行 った.

方法

実験 1 腿1f<iJ離術におけるヒアルロン酸の効果

取~縫合後に生じる艇の癒着モデノレを作成するために，

以下の第 11"1操作を行った. 第 3枇 P1P凶b↑'j2)を中心

に zig-zag皮切を力11え，第 2~Ir.節から第 HII 節中央ま

で腿鞘を縦切開した 浅~Ir.屈筋腿および深ぬI:JITl筋腿をさ

け， PIP関節部の計l}走床を約 10x3mm切除した 次

に深~II 服飾艇を欽て一切断し， 断端を車rrm.r化することな

く， 7-0ナイ ロン糸を)IJい， 4]:1の結節縫介を1jった.

このさい阪~端の迎合性がr，:干小i込となるようにした 広

n'守のみを縫合し， 3 週 11:JボクシンググロープI?;I~を施行

した. このようにしてf十一じた癒;{iを， U~ 9憾に準じ |型

からV型までに分類した(凶 1). 1型t士総於のま った

くないもの 1I ~巴は膜様の癒着を l止するが DIP の運動

に支障がないもの， m型は鍵様の総;{iーを形成するもの，

W型はmノ在外Jと強|占lに癒J5し， v型は癒おがー塊となる

ものである このrlc'でn. m • N型の癒着に対し，総長IJ

離術を行い，同H寺にも っとも癒着防止効果が向いと思わ

Key words: tendon adhesion， tenolysis， hyaluronic acid 

* N. Kimura， T. Nakanishi (医長):佐野厚生総合病院整形

外科 (~327 佐野市府米 1755; Section of Orthop. Surg.， 
Sanokosei Hospital， Sano); K. Yuzawa， S. Ichikawa， 

Y. Ito (講師)，K. Uchin凶 i(講師):~応義主主大学整形外

科.

れる 1%ヒアノレロン椴 0.2mlりを腿周聞に滴下した若手と

使用しない群を作成した.術後はなんら10m定は行わず，

鍵剥麟術の 3週11¥J後に!対殺し，川び肉眼的に l型からV

型までに分類し(凶 2)， 鍵引き抜き重量をd!IJ定した.

腿引き抜き重量は鍵の末梢停止部と vinculaを切断し，

縫合部中絡に同定した牽引装置に， 毎秒 5mlの速さで

注入し肱~が小羽)({)UJに完全に引き抜かれたときの水の重

量より'ff-LUした.

実験 2.腿修復術に対するヒア11-ロン酸の影響

実験 1の第 1巨l操作と閃様に， 1健切断縫合を第 3制):fl

筋腿!に加え， ヒアノレロン!被使用群と非使用併をf卜j点し

た.術後 tcnsionreducing position で固定し，逐i図的

に肉限的，組織学的に検討し 3週で tensilestrengthり

を測定した.

Type DIP可動性

癒 着 無 し
とこ=c::三三

1+ 

II 膜様の癒着
ミこコ~

十十

I![ 縫様の癒着
と守二二三

+ 

N 
滑走床側 ミミケ十一三三

のみの癒着

V 
-~鬼となる

癒着

図 1.肉眼的分類
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図 2 ， 腿剣離術後 3 週の肉眼(I'~な分類の例
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実験 1 腿剥阿Hm炎， ヒアノレロン R宝仙Jil1tlでは 80%

が癒ポのなし、 L型であ った(凶 3). 

胤'剥附術前後を比較すると，両群とも術後は総li程度

の減少をみるが， ヒアノレロン椴使用mでは改名度が大き

し、

11 111 IV V 

血n引き抜き重量をd[ll定すると， ヒアノレロ ン隊群では，

ほとんどが 40g以下と良好な結果を得たく図 4). 

実験 2・l舵縫合後 3週の tensileslrcngthは， ヒアノレ

ロン酸をむl.!わない群では平均 2，170gに対して， ヒアノレ

ロン椴群では 1，865gであり，約 300g抗張力が劣って

いた(凶 5). 

|勾|恨的，組織学的に観察すると，腿縫合後 1週および

図 3.JJlJt剥離後 3週の|勾|以的分Uiによる分布
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指fFi筋量HIH怒の修復と滑走に関する実験的研究

(kg 
11 S }l= 日

. 
. . 
. . 

1ニア J~ 口/内を l アJ，口ン的

.11 i!ellll:l i<I:1111:1 

1ニアルtJ:.. rn' 1-"，' 1[-U :.--附

11 i!J: 111 in iJ: 111 in 

図 4 . 肱~，) 1き抜き I前 ¥(1.雌長1)離術後

3週〕

図 5.Jlill縫合後 3;四の tensile

strc-ngth 

a・ヒアノレロン敵非使用抑 b. ヒアロロン敵使JlJ1洋

図 6.J陛縫合後 3週の肉l浪的組織学的所見

1555 

2 週ではヒアノレロン酸l作と ~ I'使用併とのR.は切らかでは

ない 3Jhijでは， ヒアノレロン隊群では癒おがゼラチン状

であり，組織学的には出膜のj判生が軽度である.細胞配

列および collagenfibcrの配列は， ヒアルロン般1r'(で

は，長i!4h方I;'Jへの成熟が若干iItれる(図 6). 

_!且二A
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考 察

ヒアノレロン酸の生四的， 1，;';理的機能の 1.，:なものは，

1 )細胞外被の'心解riと水分の調節， 2)削似治1愈l士l芽

形成， 3)感染に対する防御， 4) il¥'miなどである 4)

われわれが佼川したヒアノレロン椴の分r-f，lは20)j以卜

(ノl'化学 l業〉であるが， 分 [-1dの迷いによる機能のif

やその1'1'用機!f:などが解明されていない') 今川の実験

では， ヒアノレロ ン問委には，腿!剥隊術後のjT}総;后防 11効民

が l '分にt認め られ，腿修復に対しては ， 料。 J~の抑制lが必

められたが，慎重な後療法を行うことにより臨床的にも

イI用であると考えられる

ご絞附いたどいた収IHif!雄教授に深謝する.

文 献
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人工)健および人工靭;!停に関する基礎的研究(第 2報〉

An expcrimental study of arti日cialtendons and ligaments; the second report 

角谷慶切]

筏

山 室隆夫

義 人玄

，1'村 孝志 東正一郎

丞 然 K. Jamshidi* 

これまで人口腿および人 1:籾市に関する研究が数多く た 手術方法ーは図 lのごとくで，膝蓋腿および膝蓋骨を

報行されてきた。しかし 1 )人 E腿および人工籾信'を 切除し retinaculum を切離した後，手術糸については

し、かにして骨や筋肉と接介するか， 2)人T腿および人 3-0の太さのもの 4本で carbon-自berについては太さ

よ籾併の素材が満たすべき条件は何か， 3)形成される 7μ のもの 6，000本で，約 lcmにわたり膝蓋挺を置換

族H1<組織はいかにして骨や筋肉と接ぷするのか，という した. 腔'iJとの接合は直径 1.5mmのドリノレ穴を通じ

三つの問題については未解決のままである て行い，ボタンとして使用したガラスビーズは皮下に坦!

そこでわれわれは，以上の宍つの問題を解決するため 没した 対照鮮は膝議腿および膝籍骨を切除し， retlna. 

に，以下の実験を行ったので，術後 8迎まて、の結果を級 culum を切離して行った 組織さ学的検索は HE染色，

f与する.

材料および方法

動物は体m280~320g ，平均 305 gのウイスター系ラ

ット 48匹を{!E用し， 名材料および対照群についておの

おの 6 匹 12 膝益融~の置換を1i った . irl~換材料としては

polyglycolic acid手術糸 (IYijI~I' ] 名 Dexon S)， glycolide 

と lactideの共ifiイ合体千術糸〔尚，¥，'，iiCoated Vicryl)， 

chromic catgut手術糸， poly白山手術糸 silicon-

coatcd nylon手術糸，制i糸，分子:，J:11 )jの D，L-(poly-

actic acid)で coating した carbon-fiber を{史}IIし

Key words: tcndon， ligamcnt， artificial 

* Y. Kakutani， 'J'. Yamamuro (数段)， T. Nakamura， 

S. Higashi 京郷大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， 
Kyoto University， Kyoto); Y. lkada (教綬)，]. Gen， 

K. ]amshidi・京郎大学医J1J，:';j分 f研究セ γ タ 図 1.手術方法
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Elastica， van Gieson 染色によ って行 った 力学的検

索は，材料 ['1身の強さを除くためにボタンを切除し，形

成された血n燥の*"ifi組織帆<1mm，長さ 6mmについて

行った オートクラブは):，'iil¥製 日500砲を使!flし 本

tlui -ド検体}driのiM潤保持に WI志、して 什osshcad spccd 

60 mm/minで?Jった

組織学的検索結果

術後 2週.下術糸および carbon-lib引 は IJ!i<竹'rln英お

よひ'大IliU円以前j筋外膜と辿絞する肉非組織に包まれる

材料の近傍には macrophage が多数集約し， その外似IJ

に予知lllll符や libroblastに富む肉芽組織が認められる

分解放収nr術糸にも断裂はほとんど必められず，

carbon-fibcl川への細胞の侵入も少ない

術後 4週:Polyglycolic acid 手術糸 glycolideと

laclideの共i]i介体手術糸 chromic calglll子術糸は

高度に断到し， 多数の macrophageや libroblastが断

裂した線維IHJに佼入する Carbon-liberr::Jへの細胞の

侵入も認められるがまだわずかである.この11与j切には異

物巨細胞も多数認められるようになる 材料問問の|勾芽

組織は成熟 L，J frl ~~')JIt分が減少してコラーゲン級料[: もよ

図 2.Polyglycolic acid 手術糸術後 4巡， 筋取t移
行部 (Elastica，van Gieson染色〕

図 3. Chromic catgllt術後 8週

(Elastica， van Gieson染色〕

表 1.Stress引 ralncurveにおける直線部分の傾き (kg/rnm)/破断張度 (kg)

2 週

polyglycolic acid 0.339土0.111/1.52 

tmol吋M 合体
ctide 0.321土0.037/1.05

chromic catgul 0.225土0.035/1.56 

polyestel 0.282土O.130/1. 36 

silicon-coated nylon 0.293土0.050/1.20 

silk 0.240土0.083/1.32 

PLA-coatcd carbon-fiber 0.345土0.050/1.24 

conlrol 0.227土0.081/1.29 

normal patellar tendon 

4 週

0.916土O.199/3. 73 

1. 34 土0.11/3.60 

1. 13土0.17/3.38 

1. 09土0.18/3.55

1. 19土0.10/3.57

1. 18土0.22/3.42

1.10土0.20/3.60

0.794土0.11/3.14 

8 週

2. 15土0.35/6.69

2.04土0.12/7.21

2. 13土0.51/6.97

2.57.i: 0.50/6.91 

2.54土0.59/6.33

1. 88土0.26/6.26

1. 97土0.22/6.74

1. 17.i:0. 04/4. 37 

4.04土0.41/5.55
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〈染まるようになる 筋健移行部では，コラーゲン線維

が筋線維内開と連続する(図 2)

術後8週 :分解吸収性手術糸のl没収はすすむが，まだ

一部残存している.~I:分解吸収i'l:F術糸は材料全体とし

て cncapsulationを受け，材料級制t川への細胞の侵入

は少ない Carbon-fiberでは材料級制t問への macro-

phageや fibrolbastの侵入が者ザ!となり carbon-白ber

束は膨化する. 肉芽組織はさらに成立!¥し， fibroblastは

張)Jの)j[i'lに配列す』る. コラーゲンf.)j!縦も太くなり，長

)Jの方[i'lに配ダIjして腿様の組織を形成する(同:3a). 

腿様組織中のコラーゲン線維は， )J<i('i'l什肢と辿統して

periosteal insertionを形成するーブj， ドリリングi部にお

いて服什骨・ぷ質と述統して osscousinsertion を形成す

る(図:3b). しかし 日brocal'li[ag{'の介化はまだル巴め

られない

力学的検索結果

Stress-strain curveにおける破断強度および 1(1線応分

の傾きは，術後 2週， 4週， 8遡の!町iにWlJJnする I彼断

強位ーは術後 8週で生理的強度に述するが， Irl線部分のil:ii

きはIEi常膝長艇の 60%にすぎない 制:j/全日 j).jまでの*1:
取では材料11¥]にイl志のたをtitめなかった C}<1). 

まとめおよび考察

I ) '1'1 にドリリングを行い pull-olltwil'c i1、に準じ

て材料を'，'1に1;1;1定する方11、は， 1，I;j;，Ei'lがlHrで形成され

る出n機組織の什との接着JJも強いので，人 l粧や人工制

仰の '!~J との接合法として適切な )j法である 筋との接介

法に関しても，人工l院を手術糸で筋に縫介するのではな

く，人T腿i'I身に筋との接合部を設け，この郎を使って

1(1桜筋と接介するのがよいと lUわれる.

2)術後8週までの力学的検索結果では，材料開に有

;むの差が認められなかった.これは力学テストの値が材

料周Dljに形成された腿様組織の強度を主に反映し，材料

線維11¥1に形成される匝R係組織の強度ーをまだ反映していな

いためと考えられる Carbon-日bcrの場合には，今後

さらに材料線維11¥1への 自broblastの似人がすすみ， 材

料線*H間で願書様組織が形成されると思われる. これに対

し材料線維|日!への細胞の侵入が少ない他の非分解吸収性

の材料や分解吸収性の材料では，材料線維問での血n様組

織の形成が期待できない.今後，材料線維I/ilに形成され

る腿様組織の比率が材料周問に形成される腿機組織に比

してJ科力目すれば， 材料聞に有志の差が出てくるであろ

P 
j 

:J )形成された脱線組織は，筋融~移行部において大腿

円以筋外脱および筋線維内鞘と連続する.血脳腿r綴創組l織ヰ中1の

コラ一ゲンt紘息t創紛IfはH訓尚の経経.過とともに張ブ力Jのブ方Jii向"何，)に配列

しし， )1'¥可引i

紋する この os臼se叩ou凶S 1川日s町er山tlO凹n部に今後 自bro‘O町ca剖r山.tila符ge

が!此山u乃税lするカか、どうカか、は興輿i味深しい、間;題逝である

文献

1) Henze， C.W.， Mayel'， L.: Surg. Gynecol. Obstet. 

21: 10， 1914. 

2) King， R.N. ct al.: J. Appl. Polym. Sci. Appl. Polym. 

Symp. 31: 335， 1977. 

3) Alcxander， H. el al.: Trans. Ol'[hop. Res. Soc. 4・

27， 1979 

4) Al'agonna， J. el al.: Clin. Orthop. 160: 268， 1981. 
5) Jenkins， D.H.R.， McKigbin， B.: J. sone Joint Surg. 

62-B: 497， 1980 

6) Kolal'k， J. et al.: J. Biomed. Maler. Res. 15: 147， 

1981 



1559 

フィプリン糊による腿接着の実験的研究 〈第 2報〉

An exp引 imentalstucly on tendon anastomosis with 

fibrin clotting; the second report 

木t1 1 ~llj 降 ;文; 加 藤 公 )己池徹 也 111肝謙

!品川幸 三 荻 )li〈義f!lj 鶴川登代Jr

lì~1司われわれはフィプリン糊による腿接ぷのJ!験をね

ったが，その結*は良好なものではなかった.今1"1その

川題点の一つに免役反応 0'(純フィ ヅリノ ーゲン〕がIY:I

Vしているのではないかと;与え， I，;J桁 111フィプリノーゲ

ンをl'rJI正し， ，]íil"!I，iH1<の子術子肢にて 1 に~~ 1 ----2泊に

おける鶏):I¥ilJj腿接Jiの実験をfj l、検l討を加えた.

鶏フィブリノーゲン作成方法

ベントパノレビターノレ ・ナトリウ ムl'n'il後，正rl'iこて開

)1旬を行い 100mlの採'('lパ y クの引を，(1桜心臓にがl人保

'('lをする. ただちに述心分自Ifを1jl、IUl燃を分離 ('ohn

の低tlniエタノーノレ分Illii辺、にjよづき)，11:1:精製する

フィプリン糊作成方法 (表1) ・実験方法

1 実験材料

jiij阿同様ブロイラ一利 56羽(対WW28::]ユJ)のt(¥:1 ~'II 

巨匠~，I}in筋艇を0!JIJする.

2 手術方法

前[iil同様の手術を行い，術後 tensionreducing position 

でギプス国定を行う 術後 1，2)).'i!でl院を僻m:.HE染

色， Masson染色変法による組織学的検索を行う. なお

対照昨も前向と I，;J様にI'FJN:し，iij者とJ七'I¥'，(検討する.

表 1.フィプリン糊作成方法

A液 高濃度鶏フィブリノーゲン液(1.2 ml ?.~惚

水中 100mgの鶏フィプリノーゲソを含む)

B液・トロソピン総解液 (3.000KlE/ml 7プロチ

ニンを含む 40mM  CaCl2 11皮〉な調整し，こ

れにてトロソピン 1)侃 (5001J1似〉を憐解す

る

Key words: tendon anaslomosIs， fibrIn clotting 

ホ T. Murashima， K. Kato， T. Oikc， K. Nakano， K 

Fujisawa (講(l!i)， Y. Ogiwara， (助教皮)， T. Tsurula (教

授):三重大学幣形科外 (Dept. of Orlhop. Surg.， School 
of Medicine， Mie Univcrsity， Mic). 

3. Tensile strength測定

術後 1， 2， 3週で腿を揃/1:し， 各週における tensilc

strengthを測定する また， 鶏ブィプリン約lの綾才i)) 

も自ij!lI!と I，;J様に測定する

結 果 (表 2)

同種フィフリン群1， 2週で 21例rl'18伊"J (86%) が

接着し， 前戸1;翼手Eフィ プリン群 1， 2迎の 14例J'I'1例

(7 %)にJt較して片サIな改片を示した

表 2.)虻 J愛着本

同種7ィプ
コントロー JHill7ィプ

リン
ノレl作

リン
FK群 FK 1洋

1週 9/11 8/11 0/7 

2週 9/10 8/11 1/7 

3遡 7/7 6/7 3/3 

2.5 

-ヲ 4ヲリン事

・ コントロール虜

111=7 

匙1，
〆週

図 I
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図 2.'ii!Jフィプリン n2迎 11の所見

線維芽細胞，腰原線*，fIli艇長'1411にてP:i Jな

配ヂ1)を示す (Masson染色変U、〕

|土JI以的にはソィプリンm，;'，t N，l， lriとも 1j}_.'ijllで，その

縫介i'ffiはドとして epltenoll よりの、r透明江|去J!.J組織に

よって総合していた 2;~ 11 も f~l {i" /~Hぷ I(Ji 泊、淡い茶制色

を，14びている以外ほl玉川械の所見であ った 1 ， I ，î~に i去JI叫

が~1をwは認められなかった

組織学的所見 対照ln1 週刊 てl.t epllcnon守周[111組

織よりの肉対組織のiffi人をみるが，級制I.!.J細胞は長制lに

1If，IOな流れをなし，新'IJ参原総*-11とl虻l新川の11琴!京線制|と

のがi介はほとんど認められなかー》た ソィアリン併では

すでに断端部での!閤lj(線維の辿絡が多くんられた :l週

11では対照群にも惨阪線新の紡fTがみられたが，その円U

7'11は一定ではなか-，た ブィノリ ノ併では11型原料!利1，線

維芽細胞は取~長柄h に、|λ iJ t.c ソ、人 ー ズT仁川ヂ11が lLtめられ

t~ 

Tensile strength clズ11 ) : ソィソリ ン l~f 1 ;庖 220士

33 g (M十5D)， k，t lf!.~ 鮮 200 士 2:1 g， ノィプリン 併 2週

1，190土84g， X，tWUiY' 1，100士21g，ノ fブ 'J" 1作3週

2，200土 199g， k-t!'f.H1f 2， 100上36gであ -，t~_ 1n 1， 2， :1 

遡で、ドJ:jft!(はブィプリン併が多少|空わ ってレたが， イj

立のノTはt認められなかった なお，X[¥フィブリノーウン

はフィフリ/凝塊を形成するが， そのJ定A¥)Jは"1λJ:j9.1 

gであ った.

図 3. 対照砕 2週日の所見

新快鯵l京線維と腿断端の腰原線維の辿合

をみるがその配列は一定でない (Masson

染色変(1;)

考 察

JII~純 フィプリノゲンの免疫反応については I MatrasJ
)， 

Spangler2l， Boschめなどの報告がみられるが，その江見は

さまざまである われわれの実験では兵純フィプリン群

1，2週のl凶桜lH.;は 14例中 11J11 ( 7 %)ときわめて低く，

組織学的にも epltcnon， 周附組織よりの|勾;!J四組織の進

人などの治総形態はまったく必められなかった これに

対し同府!プィプリン併では 1， 2週の妓Jl率 21仰19'18

似)(86%) と何切!なWlJmがみられ，組織学的にもスムー

ズな除l月組織の進 人が認められた これらの糸は， 異事fl

7 ィフリノーゲンによる 免佼反応の*，'i!ど;によるものでは

ないかと汚えられた 組織治総については， 1，;)純 フィプ

リンltr2週ですでに線維非制胞， )j引江主~維は腿 j毛 ~qb に、Ji

行な円以1)がみられ，組織学的検'井;および tensilcstrength 

f今週、ドJ:j{J{(は， アィフリン糊による)岐路ぷに似{すとjLl、わ

れた しかし， Jcnsile strength ，工作週のれなのノ干は認め

られ々かった. これは艇の桜活I(Jift'iが小さく，またl凶J'I

身がl(il行性，fU射性に之しいため， フィプリン糊による

j乏所が |分にはノ1-:.かされていないと思われた なお，フ

ィプリン糊の修行)Jについては，二Wlらの入院側r似

):1¥紡 868g/cm2， i別行JII:筋 645g/cm2の144fりもみられる

が. 潟深~JI )11: 筋)院の昨~i l (Jiはたイ ilf約 4 m m， Jiij 後i予約 l
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mm と小さく， 同種フィプリン籾|で平均 9.4gjtendon， 

j¥¥，純 フィフリン粉iで、ドJ勾35gjlendonであった Vecseiめ

が述べてし、るように，ソィプリン糊単d!Jlv二よるl刷妥JYlは

支持縫合なしでは!躍の lcnS l 0n に |耐ええな いと}~~われ

た

ま とめ

以卜われわれは，手}:li1iJj)雌断裂に対する修復手段とし

て， フィフリン糊による腿接着のイI主主性に期待 し実験を

行った しか し異種 フィブリノーゲン使用による按郊に

ついては， 対照~rfに比べてまったく れ効性はみられず，

むしろ)，可聞との総おーなどの川)起がみられた.ノ11"1の同和

フィブリノーゲン使用群では組織学的検索および tensile

strength 、F均値などに若干のイi効性をd、めたが， 臨床

的に占1:筋地t断裂のさいに{史~fllするまでのイI効性は仰られ

なかった
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われわれが interpositionarthroplastyに用いている

Silastic Spongeの self-lockingeffectについての実験的研究

Experimental study on the self-Iocking of 

Silastic Sponge in the interposition arthroplasty 

斎1
l
 

p山
内 阿 部 TF陀

当教室ではスポンジのもつ配布iWJーと復元性が関節吋

動域をj科大させるで あろうと考え， 1977年米 Dow

Corning社製 Silastic<RIScleral Sponge n (以ド Silastic

Spongc と附す〉を仁~'I: :J挿入物とした関節形成術を手指

等の小関節に行 っている その 概要，成績およびその

問題点については 第 22• 25 1"11-1 A>: Tの 外科学会および

第 561"111本格形外科 午会 にて発点した 今|川1，本

implantの1，';1定性に|則 して'だ験を千lい，いささかの知比

を得たので41tfつする.

Silaslic Sponge の航断If!iで 10μm 以 上の54泡の数は

5 ， 000 例/cm2 あり，その形態は 11\作 100~200 μm の円

形のものが多かった 。 j川辺部l よ 50~ 1 00 lonの鰍術な屈

を千Iしていた(以11) 

Key words: interpusition arthroplasty， silicone spongc， 
5el f-Iocking crrcct 
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Surg.， School of t-Ieclicir】c，rwate ~1 edj ca l University， 

t-Iorioka) 

岡 田 行 ~ I :- 汗藤満*

実験 1.J成熟家兎 15羽の大l似什， 膝よ~A: I腿|兵I Íllí 却に

TfT{予3mmの円柱状の'ltT歓'，1'欠如部をi'I成し， p'， 作 1

mmの円村状 SilasticSpongcを、l'分に縦'，lfIJしたものを

挿入した 術後 12迎11まで 1週11}に!封殺し， 10μ 1，史組

織仰木を作成し， HE 染色を'ijl、縦'，I;IJiiilについて側主きし

た

結果:術後 I週 11Iこは SilasticSpongt'の断面のJ.<

面にl)fJ11 している気泡却には 1(ll JI引が iI自分 Ií'~に伐 {F し，他

の郎(，'，:にはがIjf'~M制 Il J胞と 1出初J;jçDìl\'lからなる l均月。組織が

進入していた 2jI..'i) 11にはその線*'11化傾向をjLtめ， 4))..'i) 

1-1には><¥fl'l'I'のが1fT織に'f'l'!-i剤IlJ胞をI出め類'口組織へのm
WL 'xi泡1)')1市におけーる'1'1組織への改変がIitめられた cl記1

2 ) 

実験 2 成立/¥家!厄 20羽の!日1'1'1を 10m m切除して残っ

たmI骨問に，雨前iJに 1mm の傑さのくぼみをつくったIl'i

作 5mm， 長さ 12mmの円H:lkの SilaslicSpongeを

州人した 術後 12週日ま で 1illlljに)併殺し， ただちに

!日I-J'Jと SilasticSpongeをー塊と して以取し， ナイロン

糸をそれぞれにかけてづ|長試験を'ijった. iWJ定機は見u下
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図 1-Silastic Spongeの目立断|前

10μm以上の気泡の数は 5，000例jcm2

で，直径 100~200μm の円形のものが

，200μm 多く ， 周辺部には厚さ 50~100 pmの鰍

密な層を有している.

a. Center b. Outskirts 
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a. 術 後 1週

b.術後 2週

C. 術後 4週

d.術後 8週

e.術後 12週

図 2.Silastic Spongeの気泡面に対

する骨髄の生体反応

術後 1週目には気泡中に血液を容れ

肉芽組織の進入がみられ 2週自には

その線維化 4週自に骨芽細胞増殖，

新生骨が一部に認められる。 8週目，

12週目と気泡内面 における骨組織へ

の改変を認める (HE染色.200倍〕
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ボールドウィン社製 TENSILONUTM 

Eを使用 し，引張速さを 50mmjminと

した(図 3) 

結 果 :術後 1週日には 62gf /cm2 と

わずかであ った，次第に増加し 8週 tlに

は424gfjcm2 となり plateau となった

(図 4). 

実験 3.長径 7.5mm，短{王 5.5mm，

長さ 10mmの楕1']柱状の SilasticSpon-

geの長径部に 2mmを残して;引をいれ，

一方の半楕円面聞の中央で端より 2mm

の部分に 4-0ナイロン糸をかけて，引張

試験を行った 狽IJil機および引張速さは

実験 2と同様とした(図 5)

結果:最大 575gf，最小 305gf，平

均 460g!のが'j'Fでナイロン糸をかけた

部分で 出lasticSpongeが般的iした.

fL nylon thread 

考察 図 3.Silastic Spongeと)日l'iTとのあいだの引張試験

Swansonによれば implantの出定の

種狽は以下のとおりである. 1) ピンや

ねじを{史う方法， 2)接着 j刊を{史う )j

)封殺後ただちに SilasticSpongeと!日|骨を一塊として採取しそれ

ぞれにナイロン糸をかけて引張試験を行 った. 引張速さを 50mm/

nlJn とした.

Iム， 3) implant I ~ 休の形態が 1 ，'，1定 JJを fトーじるもの，

4 )セラ ミy クなどのように implant 自体が周凶骨組

織にjiJ!和件があり ，接后するもの， 5) implantの中に

なんらかの組織が進入し， 1山|定)Jを生み出すもの， 6) 

silicone implant の周聞にできる務L、結合織性膜様物に

よってI，'!j定)Jを得るもの.

(gf/ c四2)
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図 4.Silastic Sponge と J~F骨とのあいだの引張強さ

引張速さは術後 1週目には 62gfjcm'とわずかで

あったが， 次第に増加し， 8週目では 424gfjcm'

となり plateauとなった.

図 5. Silastic Spongeの糸かけ強度試験

7.5x5.5x10mmの楕円柱状 SilasticSpongeの

長径部に 2mmを残して割を入れ，一方の半楕円面

問中央で端より 2mmの部分に 4-0のナイロン糸を

かけて引張試験を行った. 引張速さを 50mmjmin

とした.

_!_.l 
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本 implantを新関節1)']に Ni人した1劫(i， NI1凶の籾'fH「

などにナイロン糸で staysulureをかけている.Implant 

のHじ辺に以依 2糸の staysulu刊 をかけーるので， 実験

:1より 1kgfほどの仰，[1ーまでは似l析しないものと辺、われ

る 本 implantではその他に SilasticSponge の気詑J

mへの肉月組織の進入さらに'甘転化によって術後 8週 11

にはづ|必必さで 424gfjcm2の1，1;1'，人じ))を生じること が実

験 1， 2より切らかにされた。 また， 本 implantが

silicone implantであり encapsulationも本 implantの

削'，jj主に|見l与していると11われる

む すび

われわれが|則前形成術における'1'1::)挿人物として月II、

ている 山 iasticSpongeの岡山性について実験を行L、

以卜の知見を得た。

1 ) Silastic Sponge の関節|付におけるl品定性は stay

slItureによるもののほかに，気泡への組織jffi人による

ものおよび cncapsulalionが考えられる

2 )ナイ p ン糸に staysutureとして， implant に泊、

けたとき 460gfの荷!T(で implantが似断する. この

implantには一辺に 2糸の staysuture をかけるので

1 kgfほどの何吊に耐える

3) Tmplantの表f(tjに開 11している気泡への組織進

入によ って， 制ii後 I週口には 62gf /cm2， 8週 11には

424 gf /cm2の引娠強さの国定力が生じる.
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セラミック人工指関節 (KY型〉

1. 基礎的研究一一

Ceramics fi昭 erimplant (KY  type); 1. cxperimental study 

桑 FII憲 幸 }JI~ i'm 奨 河介 {ljlW. 土井ーがli

111 1 1 ílf~ J主 di本格康 坂本 正事

人u行lydi1iJはJJL{Iまでに，その付n，デザインの主主な

る数多くのものが1)[1発されてきたが，それぞ;/Lその臨!よ

見、川の段附で，人←11見Iili'iの似損，小説ひと(j:.，)悦円などの川

見!]がノ1・じている Flatt1)， 1111)']2)によると人工JI'1関節の

必県条1'1として. :t行関節の角早川乍的， N'f:的特ド|に近似

していること， 体I}'Jでの1，I;lk('1のよいらこと ，組織鋭利i'I:

のよい三と 、永続的な機能がれ}られること ，すなわち{，t:

I}，]での没:刊 ，jJiJn， 摩i、Eのないこと .Ni人11荷11¥が'{j~)j な

こと，があげられている 下山ら(;t，耐ぬ労1'1:， 1耐摩耗

1'1=， 1耐腐蝕('1にすく'Jt，また組織$JHlWI二にもす ぐれてい

るアノレ fナセラミソクをi史川した人 I:tfil民I.ui'iをl試作し，

Key words: CCIζlrnics， implant， fingcr joint 

" N. Kuwata， S. Hattori (名誉教授)， S. Kawai (助教綬)，

K. Doi c，;昨師)，T. Taguchi， H. Ichimoto， T. Sakamoto: 

11111大学技形外科 (Dept.of Orthop. Surg・，Yamaguchi 

Univcrsity School of Medicine， Ubc). 

その第 1MH;tWI:年のみ:，;g( rの外手|村集万)にて縦(守し

た3)ー今1""工法礎的実験のが1果について縦約する.

アルミナセラミ ック人工指関節

qi，結品アノレ ミナセ ラミッ クによる末村'l{wlmale joint 

およびステムに対し， 中，lt¥{JlIjは HDPの female-jointお

よひ‘多品JilllIアノレミナセラミックのステムよりなる hinge

JOlntで |型は snapII1方式， KY JI型， KX  111型は

Tf'，'の段階で|長|節t'isの組み込みを行ったものであり ，

MP関節川として約 20ゅの内外転の可能な KYIV型を

デザインした

基礎実験

これらの七ラミック人 rtfily.j節より初期lの I!.I!!および

monoaxillar hingc jointの完成型としての KY 111型を

使用し，その強度および骨との親干il性について以下のご

とく各実験を行った.
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a. I史川 IIIi b. f，史川後

図 1. HDP 1対ili'i面走炎電刷所μ

1 屈伸耐性テスト

3rc の ~I :.理食j;t!~水 '1'でシュミレータ

ーを{史斤lし60
0

の ROM， 1分間に 600

川の速度て)lilll1i.イ111肢を行わせた 現作

40 X 106阿のI:Tlfiliを終 fしているが肉|眼

的には 1 7\~. KY IUJ担とも般加はまった

くなかった 10'1"1終了H与の HDPi';jlお

よび iP.結品アノレミナ七ラミックの HDP

" 15 

10 

'u 
8 f行実体顕微鏡トの制然では. HDP 1見J ら

iliWljはf*川両ijと比しわずかに光れがW:し

ていたが，摩料品ミ. I隼れ粉は斗.じておら

ず，セラミック閃I)IWIiにはなんら公化を

認めなかった 点H'，[..Jij!卜での制祭で

は，セラミック以1i!ii 1(1iはなんらをイヒ ~J~t'，

めなかったが. HDP 1共liflWIiではf*川 Ijij

10 

のiJ!i.状jJ{が使川後では-'i'i{lii'iJミがlLEめられた cl珂11a. 

b ). 

2. 引張テスト

インストロ ン)jli~ ，1試験機 11 25 I\~J を{史 JI J L. 1，I，is!IJスブー

ムを 0.5mm/minのilil長で'1'似 ・末梢:)jl"1へ引伝った

その応))曲線は|珂12のごとくであり. KY Is型で 12.2

kgの引銀り))を裂した

3.ねじりテスト

同じくインストロンノJ能，試験機会JIJl、セラミ ック人コ

typ・1

2.5 3.0 ら

KY 111 

一¥へ
2.5 S.O 、ち 4，(¥ 1.1， ~ S.O 

図 2. 引張テノ、ト

|対的の1，I，jステ J、を'l'j七メ /トで1.'>1:;1:'し 0.1r.p.m.の速度

でねじった れじり応})JIII*加工|立12のごとくで， 以大ト

ルクは 1 ~~!. KY lU型 ともに、ji.y) 2. 2 kg.cm であった.

づ1'.ふり テスト. A:>.じりテスト』上ともに古え大!'!ィ"j:jで HDP

iff，と多品11tillアルミソーのあ日(，i';1lで似壊された

4.伊UJ方圧迫負荷試験

ヒトの新鮮切断指の PIPIJJruJに， セラミ y ク人 仁Ji'i

1)1:1節 Swanson型シ リコン製人 u行IJJ節を術式どおり

に挿入したのち，末村'islIHこ対してfJ!i1ブjからの任.i.uをJmえ

一且
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kgcm 
万能E試験機にて引張り 力を加えた.その

結果セラミックは平均 5.5kg，金属は平

均 3.55 kg， Swanson 型は平均 0.45kg 

のブJを援した(図 4). 

6 組織学的検索

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 ~ .9x36 .) 

セラミックプロックを家兎の竹I)..jfこNi

入しセラミックtM凶の骨形成状態を経H、?

的に在lJZきした.その結果 2週 11では新

生'Ilの形成は必められないが 4週で

oslcoblastが多数認められ， 瀞a'目・の)f}

jえが:;v，:切となり ，8週で'i!j形成はほぼ光

了 し. }成熟した"'J・梁て司セラミック問聞は

おおわれた.

(de9(e~' 

KY 111 

考察

人一UI1関節の強度テストとしては， }:J! 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0ι7 0.8 0.9寸ω イiJ1IXi反による疲労ぷ験が一般的である.

柳原りはタイピストの右おJ行 MP関節

k'l 

6 

5 

4 

3 ~ 

2] 

図 3 ねじりテスト

X=5.5 

芸 1X =3.55 

L 1 ~ 1 ~~O.45 
Ceramics Melal Swanson 

図 4.，; /き抜きテスト

た 以大IIlIげ応)jはセラミック人工術関節で 2.0kgj 

cm2， Swanson型で 1.1 kgjcm2 であった.

5 引き抜きテスト

|寸刑，I'IJサイズのセラミ y クおよび(!I-A'IIのテストヒー

スを1'1製し， Swanson担人 rJi'i関節の|口lサイズのステ

ムも仙丹lしてそれぞれ家兎の!J'i{'，干に挿入し， 8~後に脈

什をとり出しtl セメントで I ， I;I ~じしたのち，インストロン

Idぜgr(l(') 

をW!JI-:'とり， 1 "FH:Jに 13X 106凶の屈仰

をすると υ / ~~I している.これによると，われわれの実験

結果は約 ιI11分でしかないが， 他の人上/Y<II'iI'jの報{lj.5，め

と比へてもその川数においてと くに 問題はなく 1長l限

(I(J，光顕的にも変化はないことか ら， 材料))'学的強度は

目的だのい付;るものと dlLIわ;/lる 使川後の HDP関節而l

の定作'd.illJi/の変化はほかにも縦fV7〉があるが， O!JlJ首ij

とi*JH後の，r!却を*1';怖に測定しでもそのバーをt認めないこ

とから，摩耗ではなくクリープ没形がf削!IJされる. 引張

りテスト， ねじりテストでは HDP部と多品JJIlliアノレミ

ナの結介部の弱点が指摘されるが，実際にIJ:.体/}、jでこれ

ほどのflr.:jが人 J折|長Juiiに加わるかどうかは疑問]であ

る~lIJ)5正迫fl'{i:jテλ トでは Swanson ~\j~ のが:J2併 の

強肢をイIした 実際の|如よ伊IJでは'，'1との|占/iLttがJJIIわる

ため，この比J十、はさらにj科JJ/Iすると号えられ，これはiJllI

，'，¥1]制部 のIll1l{c:，およびJ1j礼子の必'htii'jーがないことをノJ'すも

のである '，'1との|占liLi'1は引き抜きテストの結栄， 金

属， Swanson型に比べすぐJlていた. 1山|定itはステム

の形態に.t1) Jじぶされることが大きいが， 1寸じ形態の場

介でも一般にセラミヅクのほうが命以よりすぐれている

という 報fH7)もある. これは骨・l付に舟人したセラミック

と金属のその周閲の竹形成状態を組織学的に比較してみ

ても，金A'IIでは新生'，1"の形成は8;担になってようやく認

められ8)， これはセラ 4ックと比し骨形成過引が 4週巡

れることとなり，これが今|司の引き抜き7)のだとして表

われたものと目、われる このことはさらにセラ iックを

使用する ことにより ，この迅速な物Jlli的結合性を利用し
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セラミック 人工指関節 (KY型〉

一-2.臨床的研究一一

Alumina司 ccramicsfinger implant (KY  type); 2. c1inical studies 

土 jlー 腕 服 部 奨 河介イtjl.U!， 表 J忠治郎

五十嵐憲司 住 711i誠治 Tf'村耕 三本

アルミナ ・セラ<.:; ?ス人D行|苅節 (KY 型〕の2，~礎

災験と指関節以外の人 I ~関節，人 L:-i'l"へのアルミナの臨

川〈応、)11)ぷ!))例の判tiltに基づいて， 'fiイ告 らは KY型の人

J:f旨開館lの臨w応、川を千Jったので， その'1'J:¥lfM1';を'(j 
γ 
".l. 

表 1.術前 ・術後の関節"J!良j域〔他!fJIj)

図 IliE (;11 I iP.i 111; 1'.':n;A I 関節百J動域(他動〕症例 1lC *'; n'J， ;n'l， N 1術前笈形 l 一一一一一「 一一

。 I術前(fiI'/届)I術後({Ij'/屈)

関節 |原

No. 41関節強直 1 0
0
/0

0 
1 _20

0
/45

0 

I-f- ン穴t:形 I-50
0
/70" I _50

0

/86
0 

外傷 ~ ~ _. . = I ~n ~ __:. ，，， ~~:. .~. ~=: I ~: ，~ " 
No. 10 I関節強直 |固定(ー260

) Iー10
0
/40

0

PIP I I No. 13 Iボタン穴変形 I-30
0
/50

0 
0/80ο 

No. 3判swanneck I + 40
0
/ ー 12"I +60/280 

RA I No. 6*1ボタ γ穴定形 1 -85"/950 -28
0

/60η 

No.1川swanneck +40υ/-10" I 叩 80

No. 1 I関節強直 | 固定(00
) 1 -400/600 

外 傷 INo. 21関 節強直 00/200 I + 100/36" 

MP I I No. 12 I関節強 l在 I+ 10" /0
0 I -20

0
/50υ 

RA 1 No. 9判屈出l拘絡 1 -660/800 -42
0
/70

0 

その他 1No. 11*1 swan neck 1 -260/800 1--200/640 

本多数関節例につき平均値

臨床症例

1981年より 2年間に KY型人JJ旨関

節世換体Iを純iJした 1'1験仰lは 13j，i例 31

関節である. J行l対自白磁波を きた した})j(1必

扶忠は外傷 8例(9関節)，RA 3例 (16

関節)， 強jえ1'1>その他 2仔11(6朕Hli'i)
である.関節ii'i:J奥術が絞恕の結果に終わ

っても綜.jliijより 子の機能防当が低下しな

いように， 111b肢の凶節破.T，kがあり，関節

川定制ijの J白比;となる症例に人 I~関節[i'(

J輿術を)11~、た J，i'WiJの年齢は 21，歳から

73成ま で で (~IL J~J 今附 4~. 1成)， 'i'l'セ

メントを)11~ 、る必民がないためと， 関ílíJ

|山 I ~主術の:次手術が "J能であるため，比

較的若年内にも用いた 19PIP関節，

12 MP凶節に使用し， MP関節は生理

学的運動メカニスムよりは， l:.tll立{立での

わずかな関節可動域と安定性を重視して

Key words: implant， rheumatoid arthritis， joint 

* K. Doi (講師I)，S. Hattori (名誉教授)， S. Kawai (助教
授)， K. Omote， K. 19arashi， S. Sumiura， K. Nomura 

山口大学整形外科 (Dept. of Onhop. Surg.， Yamaguchi 
niversity School of Medicine， Ube). 

今回報{りする症例は， KY  JII型までのlii一運動ijq!iをもっ

人工関節を斤I~ 、たもの のみである l型 191刻節， KY 

"型 9関節， KY lU型 31主H前である.

手術術式

l 型の手術術式は昨年の本~!dj三号にす晶fV し 1.:. . "型，
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a. 部.rlIijX線像

(陳川性!凶rI)fl'折〕
b.体if表X線(象

C. 向、if，をjljl展(:il

d.術後屈i出{立

図 1.症例 13 術後 6ヵ)j

」

整形外科 1983 :ip 11月

E型は one-piecehinge joint にモテツレチェンジしてい

るため， ステム挿入操作が l 型の j~í'ドとは )I~なってい

る すなわち，ステム婦人時は，竹 IJJI徐した I~l節を過肌

曲したうえで，指に長'Iijli)i向の牽引を加えておき，同M

ステムを同時に骨髄佐|付へ帰入する.次に|刻節を徐々に

伸展位にも っていきながら，完全にステ ムを骨髄院|人lへ

回定する i型に比べて十分に中継'自の'1'1'1J)除と軟部組

織の解離を行っておく必要があるが，ステム折入はそれ

ほと'困難ではない. リーミングは原則としてリーマーを

使用するが，現在のステムのサイズでは，サーシェアー

トームの使用が欠かせない症例lが約半数にみられた.

結 果

早期合併症 :術後，感染，異物反応、をきたした位例は

1例もなかった.強皮症の症例に手術語IJj治癒遅延に統く

人工関節の露出と， 外傷例の 1例に術告後 6ヵ月日に

PIP関節背側皮!古への外傷で関節固定術を行ったほか

は合併症は認めていない.

中間成績 :上記 2例を除く 11症例 29関節について，

術後経過期間 6ヵ月から 2年(平均 14.4ヵ月〕の中間

成績の報告を行う.

臨床症状として，術前，疹痛のd、められた 22関節仁|二"

疹痛が残存したものはなく，また，関節の不安定性を;認

めたものはなかった.

関節可動妓については，非常にばらつきが多いため

と，症例によって変形の程度， 期間が異な っているた

め，術前 ・術後の改善角度のみを一概にt命じるのは危険

であるので，症例ごとに検討してみた(ぷ 1). 一般的

な傾向として， 外傷例がよく， RA・その他がわるく，

P1P関節がよく， MP関節がわるかった (1刈1).術後

経過と ROMの関係は現時点では明らかでない. 当然

のことながら， 併用再建術の効果が ROMの改浮にも

っと も関与しているようであった

変形の矯正は 11{JIJ中8例に成功したが， 3 WIJの PIP

関節に軽度ではあるが swanneck変形の残存がd、めら

れた.

X線!9r凡では，人工関節の倣1以， )日~ ICI，逸脱はま った

く認められなかった l型で 17関節'1-'8関節， KY Jl 

型で 9関節中 2閃節， KY 111型で 3凶節中 I関節Iに主と

して末梢ステム周辺にいわゆる c1earzone の11¥現がtLZ

められた(凶 2). このc1earzoneは術後 6ヵ月"こ

ろより 出現し，中枢ステムの沈みを伴うことが多いが，

中継ステムの沈みは一定時期でとまり，それ以上の進行

はみれないよ うである Clearzoneを伴 う症例ほど，術

後の ROMが良好であり，伴わない症例では ROMが



七ラ iソク人 iJ旨問節 CKY有1).) 1569 

不良のil:!il(せがあった

考察

Jぷ』よ七礎 '~だ:験で âl甘正|

ミy クや 人 1 j指行刊|以凶具刻l凶b節i'iの1必必泊民u皮交ι，1而耐両句刷仰，J付l以r序事よHω1'1"' 

耐波ツ労j'1'刊ず'1につ いては， 平均 14.4ヵJJの

臨床')'I::J持iT1でもその似秀1うは訓 IYJされ

た ))(Jbfi "Jf!)JM~の改;ちについては，一般

に外{t)j例の PIP 以Jiliiがよくて RA (111 

の MP1.長l節が不良であった これにつ

いては， 多くの肉 fを考慮すべ きであ

る. '1理的指以Ju百のノ;イオメカニクスの

制点か らは， PI P )Y:J節には現化の KY

型のデザインでよいが， M P闘節には

KY IV型を さらに改良した三つの辿!fJ}JITIi

をもっ人.IJi1関節のIJ日発が必要かも しれ

ない. しかし ROMの改善には， 他

のIJu'，すなわち筋力ハランスの不均衡

による変形の.f'ilI.li， JWI:~Jが強く|見l与 しており， ι のiJH

の除去のほうが主要である 外傷炉IJで成総1Hff刈では，

変Jf~の .f'.'litがJド ñr逆性て、あり ， JW間が短かったことがこ

れを/示唆している また，人工折関節も他の人 11刻節が

そうであるように， 11:'，1;;; ROMを待ょうとすべきでな

く， その、|土分{¥1.の ROMを 11t¥'!とすべきかもしれな

い. 1;μ辺~)J以l伏立刻f位立での J正E ，l市;

;存j持専は大きいので， 1)'開成績での ROM1Hf例の成献を

長WW¥J維持することにも，基礎的研究とともに 11を1(')け

るへきである そのためには， 今後 ROMの忠化の以

内と な りうるステムの沈みの H)jの f'体jf'Uおよびス テ

ムのデザインの l 夫が必 ~tである すなわち，アルミゾ

と'l"'1'との物JlJl的れ11合を促進するために， 1)サージエア

ートームによる '1']'峡 死の f防， 2) リーマーの改良，

3 )術後の1，1;1定NilHJの長期j化の臨はがJ問題と， .1)ステ

ムの形態の改良， 5)人 I:J日以Jiiriの))学IYJ応)Jfiyr析など

図 2.1''r'例 10

の2，t礎的川:mの解決が必~である
結論

13 !，'r'例 31)長JI!Iiの アルミナ ・セラミ y クス AXJ行l長lilfi

の臨休応月jの')'11¥1成総を械竹し， .!J現L時Jλ点、!江j

iにこついて考雪z然;足雪を行 つた
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Myleran誘発ラット欠指症の成立機序

一一第 2報 上皮一開業誘導系の関与について一 一

Pathogencsis of myleran induced oligodactyly in rats 

力日正案点不IJ

荻出f利 彦

7廿bi〔誠

石井 清一

三 浪 切JY4 
1-1-1里 哲夫

部チ|二正道

制日|公孝

三浪三千男*

JJfi生JOJにおける子絞IAJのJ則氏似の形成は， 1:¥J!tの波縦

として始まる.この間業濃縮は i二1文組織により支配され

ているとの報告がある吋. 一方， この上広一日JJ~ 誘導

系の陣内により成"ftーする欠J日症の -(fイlーが指摘されてし、

るけ. ~r 者 らは， 妊創lrA12日11のラットに myleranを投

与することによって形成されるおil2. 3 j行の欠桁症の成

立j品位を組織学的に観察してきた.集剤投与後. IJ主7.J:間

~~調 l織は全体がほぼ均咋に陣'~4を受けるが，その後の修

復状態はf刊行刈で異なるという結果をDU，までに得てい

る1，6) 今l"lft. これら欠指針lにおける桁脱線形成時の

11¥j!長波紛の機序を明らかにし mylcran投 り後の 1..成の

防:与と指放線形成の凶係を検"、lする 11的で以 |、のJ:験を

liった

実験材料および方法

妊娠 1211目の れlistar ラットに体'f(l kg当たり 35

mgの myleranを経口投与して欠指引を誘発した.H

K反 1 2 . 511 ~ 1 511 におけるラット ))fì ([のお，niJI支弁の手学
にきF行な切j十を作製し. HE 染色を行 った I )間柴濃

紺iの機)f:を分析するために，指放線部. 1け正1:'ヲ'l常f

びJ指行l欣皮線欠t損ftiis市の調紺制1/胞，術f併担特削fり!度』変Eと ml川tOllC 川 de口xをJ指行帥t際県とし

た調納1/1胞胞分裂!良主主今を 5mm5等分j方7限j桜笈|似以 ミク iμJメ一タを胤

Lい、て，定必i昂i日;的に観察した. 2) T似1/、lの防'，Ium位と修復過

料をみる 11的て一， ー|二IJ，:を 71メ lllli.HiJ!fを9区画に区分し

て，作部位における壊死細胞の数を~ lû:した.またn\J葉

については，各l旦.闘いjを指放線部とJ行IJ司部に分けて観察

した(凶 1). 

Key words: anomaly， oligodactyly 

ネ S.Kalo， S. Ishii (教授). M. Usui (郡山li).'1・.Ogino， 
A. Minami， K. Fukuda， M. Sugawara， T. Nakazato 
北海道大学警形外科 (Dept.o[ Orthop. Surg.， School o[ 
Mcdicinc. Hokkaido University， Sapporo); 1¥1. Minami 

(院長) 北海道整形外科記念、病院

結果

1.指放線形成期における手板内の問葉細胞密度と細

胞分裂度

m放線形成がいまだ認められない妊娠 12.51_1の!伏見ー

では.0.125mm2当たりの間集細胞数は 7x25個であり ，

i'(jI位}JIJの差異は認められない 13日では. ILfJ;'t刺胞が

波新iiし， j行放線の形成が始ま る.I:JI柴細胞術皮の経H寺的

変化をft!1(、':1JI]Iこみると.j旨放線部では制l出数は. 13 H : 

11 x25倒. 13. 5 ~I : 14x25個. 14 1I : 18 x 25例.14.5 

11 : 22 x 25例 と次第に W/})llする 指放線を形成した!日l

iI~細胞が秋'， ' 1 .Ji細胞へ分化を開始したのちの 1511では，

細胞数は 21x 25悩とわずかに減少する. -)Y. m放*Jil

欠担lì~1の細胞数は， 12. 5 11 : 7 x 25倒. 13 ~I : 6 x 25 

1凶. 13.5 H : 4 x 25個. 14日:6x 25例. 14.5日 :8x

25例. 15 R : 8 x 25倒である. 将来形成される指に対

応する桁放線の形態が整う 13.5日までは細胞栴度は減

少し以後は徐々に細胞数が刑JJltしている 11常桁間部

の問柴細川泡術伎の経H年的持i移は， j行l皮紛{欠損irHとほぼ同

級であった(ぷ l) 妊娠 12.5日から 1511における各

;加すの細胞分裂肢の指標である mitoticindcxは. j旨)iX

線欠削 ì~1 : 2. 5~3 . 0%. j行間郎:2. 0~ 2. 7%. m放線

i司1 :0.9~ 1. 8%であ っ た 細胞分裂度を部付加lにみる

と. JI1 }iX K;lI[ ì~1の milotic indexが他の部位に比べてわず

かに低い傾向がある しかし mitoticindex の経U.'f的

な変化は切らかではなかった

2. Myleran投与後の上皮および問葉の 組織障害の

分布と修復過程

」二)文の防省は指放線形成の全過程を通じて i!qllÏÌÍï の 1~: illJi

にのみみられた. 取It前の区耐の峻死細胞数は 12.5nで

平均 5.3例. 13日:6.3個. 13.5日:1.0刊.. 札l

{佃悶であ つた. _1二l主の障害がもっとも強いのは myleran

投与 2411.'f間後であり. 36時間後では， 上IJ，:の障害はす
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i-<--------O.I 25mm------，.1 

。 1 ~:; 1ll1ll

A:折I/x線欠.Jfti% B: {行放線ifts
C:折!日i部

lOX40f自

a. A. B. C各部位の開業細胞密度と

mitotic indexを検索する

5mm 5等分力|恨t:Ii11Uマイクロメーターを

用レて 10x 40伐のfJ1ヰ、f卜に観察する.

b.手歓ーを上皮 715<:函. rHI業 9区阿に分間

して各ゃく|珂内の峻死細胞数を検索した

図 1.r:n葉細胞筏度および mitoticindexの定量化と手板の組織防ブ?の定最化の方法

12.5 R 13日 13.5日 14日

1571 

図 2 は組織の分画と各区分における域死細胞数の推移壊死細胞数It.0.125 mm2 x去中の細胞数を示す

_j 
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_1担 」

1983 {j'-11 Jl 

妊娠 11

12.5 

13.5 

14.5 

12.SII 1311 13.511 14f1 

1. a a: J行 1::I ，;ilのl1Þ~{!t:細胞数

(b ⑪:指放線部の)'j~死細胞数

半壊死細胞数は 0.125mm''1'の細胞数を示す

図 3. 11¥l.!l'!組織の分間と各灰分における壊死細胞数の推移

指紋紛lの
形成状態

13 

ハ

川

品
以

刷

局

表 1.子板におけるIiH策調11胞の動態

A 指放線欠 | 
B 指放~:lÍl iftl 1 C 指1::1，¥11111 m; U • J 1:1 lJA 1"1' IIIJ 

細胞数
(0. 125 

mm') 

細胞数
MI (0.125 

mmり

調111泡数
五1I (0.125 

mm') 
恥11

15 

7 x 25 2.9 
lloj 

6 x 25 2.7 11 x 25 1. 7 6 x 25 2. 7 

~ x 25 :1.0 14 x 25 1. 7 4 x 25 2. 0 

6 x 25 ハu
q
J
h
 

F

、υ
ゾ臼×

 
au
 

Q
U
 

l
 

2.7 18 x 25 

8 x 25 1
 

• l
 

F

、u
q
L
 

×
 

什

4ソ臼
p
h
d
 

ぺ
L 8 x 25 2.5 

8、<25 2.5 21 x 25 O. 9 8 x 23 2. 5 

1)細胞数は 0.125mm' '1'内放

のM 1: mitotic index 

調11胞のWliJrIがみられる.この鋭敏は 13.5

I1でも っとも強く， 14 11になると綾死

刻11胞は手板全体で減少してくる l'iJ一|天

山内において， j旨l次fJit($と桁llili:flの峻死

細胞数を比較すると， j行間部では桁放線

却に比べて峡死細胞数が多い 欠指を~ I'.

じる却位と桁聞を形成する部位を比較し

たJTJ{i-，阿部位の壊死調1IJ.泡数にゆlらかな

え:は』LEめみれなかった(区13). 

考 察

jl1放線の形成は11¥1柴細胞の淡鮒により

始まる 問%の濃紛がその($ULの細胞分

~の噌加により生じるのか，あるいは周

附の細胞が指紋線却に集rl'することによ

り'1:.じるのかは切らかではない 今川の

分析結果をみると m;lOl;C;ndex を指

仰とした創H胞分裂度は桁放線形成部と指

11¥1部のあいだにだはみられなかった し

かし，千取が形成されてからm放線が形

成されるまでのあいだの調11胞術皮の変化

をみると， j行1/1.線部てιi制IIJYt.'1術l立がWI}JII

するのに対して， j行間部では減少してい

た これらの所見は， j行川却を形成する

市似の川柴細胞が移動リ、小する二とによ

り，指紋線が形成される 可能性を強く 1)よ

l変している

今1"1の実験でいま一つ興!外e ある ・1i~ 史

みやかに修復されていた(凶 2) ー Ji， Ii'd柴について

は， myleran投与 1211与間後のれ娠 12.511"では，壊9七

割111胞の分-1li'i 子版)，~ ，'$fこわずかに多いが，その他の|メ:pllj

て:'f1ノ1はみられなか.，た 1 :111 では flhの ;m~にり;化

，t， 卜J主の防 'II~ 邪{ιに一致して欠陥がIl iJJ~ した}，I，~ であ

る すなわち， mylcran投ケにより指放線形成初期Jの11台

'1 ， 1 2.5~ J 3111Ifこ欠指の，ii\(主に一致して ' 14 11 l ì íj に 111~J"J し

た 1'.)之のいI';'i:'.'i-が11\ JJ~ していた ， -jj， IIn .!t~では IIfì ノ 1'. 1 3~ 
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13. 5 " 11 にかけて指放線への細胞の~中が起るが， 1:: 

j支が附 ~ I-;-を受けた部{立では間葉細胞の指放線への集中が

みられなかった Salzgeber2J， Merker3Jらは，上皮ー|百l

柴の中II/(誘導の障害に起因する欠指症の存tEを報告して

いる /)"1"1の欠桁症においては， myleran投与で生じた

1:成の附宍により，指タIjの誘導が障:きされ，間楽細胞の

集中が起らず欠J行許:が成立したと考えることがnf能であ

った

結 圭豆
町口

)Jfi牛:.1211 myleran 投与ラ ット 胎Irの欠抗出i~手板の組

織{象を終"午的に観察して以下の結果を得た 1) 1二皮で

は折放線形成初J~jに軸前部が特異的に障害されていた.

2) 1:¥1柴では111放線は周聞の間集細胞が集rj'することに

より形成される. しかし |二J土が陣害を受けたiI官位では

m放線形成j切にいたっても 1:¥1葉細胞の集'1'は認められな

かった 3)以上の，t.'，(から，上皮の障害により 1')主 1:¥1 

柴のfEI/ï.誘;~f'1 用が附押されて欠附拡が成立した II f能 1fl

を推祭した.
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手指先天奇形に関する実験的研究

ーー第 3報 Lirnb budの局所障害と 多駈一 一

Experimental study on the development of congenital hand malCormations; 

part 3. local injury of the limb bud and polydactyJy 

飯島謹之助 原

伊藤恵康

ニワトリの受受'*1
筈を加えるとι，i後愛!版l伎正に種々の奇形が発現し，刺激部位と

奇形発境f州立と のあいだにはほぼ相関性があることを第

241"1.1s:学会で原1)が幸Hillした このさい， 31司卵で少

数ではあるが，3iVIIがH¥fJiした.今|口1， 3仁|卵における

多~II を七とする稀々の奇形の発牛条件および成立過科に

ついて検討した

方法および結果

Whitc Leghon受M3 " JJ~を約 1 ， 100 が~Jflレた卵伎

を開定、し，鋭悦ドで embryo の発育状態を観察した後，

;.(i倶1Ilimb bud を民間]した(図 1a). I.imb budの制Ii

Key words: congenital hand malformalions， polydaclyly 

ホ K.li川 na，T. Hara， S. lnokuchi， Y. 110h (講f~lj) ， K. 

Uchinishi(ii"tIir:lli) 度比、J室塾大学整形外科(Dept目 ofOrthop. 

Surg.， School of i¥ledicine， K引 o Gijuku University， 
'J‘okyo ). 

貴 井 " f~ 
内西兼一郎*

前部， 事h後部のいずれか-)jの部分を bipolar micro-

coagulatorでO.3秒焼灼し， テープで|別窓後， 11}ひ: ~~j:卵

器にもどした. そして 38.5~40 o C のあいだで縦ねし，

16 11卵でその形態を観す;きした

なお limbbud の政側約 2/3までの焼灼で， 第 1a'iI:. 

時に第 2~I I に奇形が発現し，記官III約 1 /3 の焼'1(.) で制後却

に発現したことから，この部をいわゆる'jqllliij，Ijqh後部の

おおよその ~{í:!Iょとした

実験 1: :1 11卵 19111，¥1を川レ， A.' )、 3・4 ・5 ・6ワ

yトの作種刺激をj)f1え， 1611卵で観察 IIffiEであ った 126

伺について検lはした そのがi~ふ :lワソ卜では大部分が

正常であ った"ワ ァ卜では 'jqhnij，';jlで多州が 11%，減

形成が 22%，IE'，';¥'が 67% II:m した ，jqhl~iíßでは多à' l l'が

6%，減形成が 33%，IE常が 613百11'，.fJtした 5ワy卜

では刺niij{fsでー多VIIが 24%， 減形成が 21%， IF~~f;t) 、 55%

:1¥現した 'MI後部では減形成が 59%，11ゾ1'1'，が '11% であ

_j  
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b. IlilO寺j切， ，[常発育における limbbudの組織学

的1好見

100% 

3 

100% 

a. 3 n 18/1年聞における chick~mbryo 

キ4よひ， limb bucl 

Normal 

図 1.

4 5 6 watt 

Reductive 
Malformations 

100% 

Polydactyly 

3 4 5 6 watt 

3 4 5 6 watt 図 2 各縄刺激による表現形の発現不

った.そ して， 6ワットでは 100%下肢欠損を 1:.とした

減形成であった

したがって 5 ワ y トの強さの刺激が制h前音ß多~II の発

瓜に過していることがゆlらかにな 寸た(閃 2). 

実験 2:3日卵 296個を用い Hamburgerstage2l， 

18~22におおよそ相当する， 3日0・6・12・18各時間，

4日の五つの各 stageで， ~油前部に 5 ワ ットの 刺激を

加え， 16日卵で観察可能であった 181例について検討
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した その結果， これらの s lage では 25~39% が 1 1:常

であり. 39~63%が減形成であった ー)J. 軸前部多~I r.

は4日5%から 3円 181時間 36%と.slagcによる大き

なえ.，廷がみられ 31118時間て‘，:':iJJiJiJ.立に 'Iijh前部多ViIが

川刻 した(凶:3)， 

以 上より:J11 1811、?間の時WIに， 制l1IIIi切に 5ワット

の刺激を加えることにより， 取hfiijiftl 多 E止が尚頻度に 11 リ.J~

することが判明した

考察

鋭悦卜で limbbudにj"Jrfr陣干t1をIJIIえるわれわれの )j

法は， ~I'{害を加えた同一1肉体で表.IJ!.奇形を観察しうると

いう利点がある

図 2にぷすように，実験 lより得られた刺l前部多W-Iげを

JJLに j曲した 5 ワ y トの 刺激の強さというのは， ほぼ 1I二 'I~ ~'

な形態を発現する t演さと，欠J行を主とし

た減形成を発現する強さのあいだに{なII'tI':

するものである

II.'f期特異性について危1113
)は，実験的

J 行 -I0'J~の奇形学的1i 徴として， ~~II の成

了'1:(111支芽の限られた発ノ1:.段階の似裂によ

ってのみ発現するとしている 今1"1.

-1 ~ 7 日 卵における í-V1ii実験を合めて，

-1 11 卵以降では多~ I I はほとんど 11¥JJLして

いない. このことは多仇|発現の感受性が

ある11判明はかなり短かL、ことをぶし，実

験 2の結果と介わせると.この刺激の条

件 ドでの $iIl前 "'~l 多 VII:の H発 11与期は :311 に

おける約 12I1，'yl::Jliij後と折lki:される

)i. 3日181l，'fH:tJの limbbudは先

端の外111、焦が発注11巴厚し.その下のr!'II1;

a. 3日18時間にあーける AElミ

3・00

3・06

3・12

3-18 

4・00

図 4，

業は辺縁血管制周 VM て↑首l!長調11胞の密度がI~í く，活動性に

富んでいる(凶 1b) しかもこの時期は 軸前部が広範

聞を占めていると!Llわれることから，これらのことは車111

lìíI部多~'II が向頻度に強攻した一閃と考えられる

また， 凶 4において， 3 I1と4日の AER を比較す

ると. 3 11では構成する細胞は村一状の配刈をなしている

が. 4円では AERは作作するものの，細胞は五li平で，

般の輪車11は不明|療となり.前五JJi'j:が(1¥:卜してきているよ

うにみえる この時WJ以降のw1li放では多目11がほとんど1-11

現しなかった さらに ^ERを比較的11，，((rして焼灼し

た場合は 42% に多靴の免羽をみ， これを作めて焼灼し

た場合は 35% に発現をみたが. AEIえを比較 的 温存し

たもののほうが差は少ないが， ~~II 発現がやや多い傾向

がみられた Sallnd引がはごワトリ 1..肢の iI常経生にお

50 100% 

図 3 時期iによる多~iI発現不

b. -l日 18時間における AER
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ける W I時 budの外!在虫色の役宍11りについて， AERが

wing budの遠似 )]/;'1への発育に対して誘準的な作用を

中!座薬に及ぼすよとを報作した

しかもこれは AERからの一方的な作用ではなく，

中匪1主との相万作用の結集として起るといわれている

したがって，焼灼によ って起る'1'刷、葉の細胞陣73，そ

して修復機転で起る開業紛l胞の所動1'1，の変化は，健常'ま

たは修復過程にある AER とのあいだに，結果として

過剰桁形成をもたらすtli'd'F用を起すのではないかと推

定される

文献
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Sleeve anastomosisによる微小血管吻合部の

組織学的経時的変化に関する実験的研究

Histological evaluation of microve，sels anastomosed with the sleeve tcchniquc 

鈴木康

若!京和男

七i::11二光 -

1長::Ij:1巨大

|止 川崇 *11:
赤 JI!義 彦ホ

1978年 Lauritzen'lの桜子;した“sleeveanastomosis" 

は，簡便な手技で It~\. 、開存ネの得られる微小 1111 '管l吻合法

としてrHIされるが， J:'.流1JlIl血管を F流似/11([1管11':'内に挿

入するために牛ーす'る吻合部の狭ホが，臨床的に問題とさ

れている幻

筆者らは，この狭窄を将一減させうる改良法について，す

でに第 561"1中部経災学会で報告した3が，ノ今ト汁川|ド川吐叶IIは sl此批Iccv刊e 

法におけるl吻吻合部の刺綜組t織学的経H、

に， 動物実験を行い'さらに従;j(;の端々11勿介法(以卜従

;j(;法と略す)との比較も試みた

実験方法

体重 300g前後の Wislal 系ラ y トの両官!II大腿動脈を

Hi¥，、て sleeve法および従来の端々l吻fT法による吻合

を行い，術後 3Ll 11より 10週までの何時期に開作を確

認しえた 1([1管を係取し Hematoxylin-Eosin および

Elastica van Giesonの各染色を施し 11勿合部を中心と

Key words: microvascular anaslOmosis， sleeve anasto-

mosis， histopathology 

* Y. Suzuki， i¥1. Ishii， T. Yozawa， K. Wakahara， (講師i)，

i¥1. Asai (講師)， Y. Akahoshi (教綬) 岐阜大学整形外科
(Dept. of Orthop. Surg.， Gifu University School of 

Medicine， Gifu)。

して組織学的に検索を加えた.

結果

Slceve法のl吻合部において， 挿入されたと流似/1血管

断端はl吻合初JUlには血怜の付着がI認められ，さらに血管

の南約による狭窄がミヰ明であるが，断端部の血給は1:i:I1f;

をきたすほどには増生せず， 1週後には， 1吻合郊の段差

はL、わゆる新快内膜で平滑に修復され，その内11';'げriは内

皮細胞により良好に被視されていた

l吻合却の狭窄は経時的に改持していたが， ー卜流似/1の

c1amp尖fl部{立では中膜の変性が存イl'し， さらに同部

において I)~膜の過形成反応、がみられ， 3週例ではl吻郎よ

りも尚Jll:の狭窄をきたしていた(凶 1) 

また， 1吻合I部における F流官1I!J血管の t流側血管と重献

する部分(上流r(ll管をおおう部分)は， 11判長されir性 ・

萎縮しており， 10週にはいると同却は高度の変性をぷ

し， 中膜蝉性線南IEもその痕跡を残すのみで，残存中膜tilt

は上流血管中膜端と接近し，従来法と頬似の位置関係と

なってきていた

従米法では， 1吻合部の狭窄は認められなかったが，

sleeve法の場合と同様， c1ampの位置と忠われる部位

を中心とした1)'1膜の明生が認め られ，明らかな狭年を1d

していた(凶 2) また， 3週例ではI吻合部を中心にと ・
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吻合歯車

a. 

C. 

a. 4日rI 吻合部の狭窄および c1all1p部で、のrl"民変性，lUl管壁の屈曲変性を芯める

b. 2迎 11勿合吊;の段差は修復されてL、るが，下流 c1amp ，~il では|人l膜増生を認める

c. 3週 11勿合部の狭窄はほとんどないが下流 clall1p ffilでの狭窄が宮明

図 1. Slee¥'l"法 (EVG、x100，時l血流))向， 11 または c1ampfftO 

卜j定{IlIJともに内膜のL1iI'Iをd、めたが， 1吻令部の狭窄はな 表 1.Sullyと筆i'"iらとの|吻合成績の比較

力、っfι

術後'1'期 (41111)においては，新'1卜人Jn莫が/H現する

部位にはnllJ1が認められるのみであ ったが， 1 週後には

i吻合部の段浪を良好に修復する形で，線aH:芽細胞をその

構成 1"体とするがi'l内膜がII:JJLしていた 2週にはいる

と， %ji' I I)~R英部ではすでに卵性線*Ifの形成がd、められ，

以後 3泊まではが;'1:.傾向をぶしていたが， 5週(111では新

'1ーI)，]膜はjJi鮒しており， さらに 10週例では卵性線維は

|吻合にまEしたH与
行¥J

l吻合に決した縫
合数

IJfl (f 率

従来 法

SlIlIy 1"在者 r， 

16.7分 28.1分

8~12 753| 
針

98% 88.9% 

Slceve変渋

SlIlIy 筆者 ，'，

10.9分 16.5分

H 十 -1$1 

84% 194.4% 

1)、11山耐に l~li)"J して{r:{1 し その派部は縦割1化が符 IYIであ 、ド滑筋細胞が内仰1'1 般の断~~郊で交j凶する像もみられ，

った(区13) さらに新生内膜の組織学的経II;'i変化は，線利nJ細胞の成

考 察 熱過程と巧えられることから. sleevc 訟における新'1三内

Sleeve 訟における新快内肢のfll現部付ーは，吻介1mに 肢とは，形成された血栓へ反 il'~1 した '1'ft葉、ド滑筋細胞によ

' 1 :.ずる内院のrn~の部分であり ，流体力''[: I ~ ， i両iJttの形 る線維化から禄質化のJ泊料であり， {員似Ifll管壁のー傾の

)反されるffs(なにあたる (1文1.j )が，[血行動態としての渦 修復機転と J5えられる

流部とは，本流と隔絶された血流停滞部位で， r血衿形成 一方， c1all1pの却に一致して観察された 内政の;I!!Hf5

の場とされているい また， 新'1:.1付膜構成細胞と 'I-Ift英 成反応も，従来法のl吻介郊での|竹映L1"'l'ドーも，新ノ|ミ|人'1Jl!)の
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図 2 従米法 2 j盟[7IJ(司Illli紅)linJ)

11み介f市の狭窄はないが FiJff:fftljに内映の上回小を必める

図 3 新ノ1:.1)、l肢の経時的変化(I.:H;司 x200) 

組織{象と附似しており ，いわゆる subintimalhyperplasia 

も新' I ;. I)~膜と向係， 形成された前1 t'l~の '1 '>>長平滑紡細胞に

よる修復の過れ!と考えられる

Sleeve i去における 11勿{i/~H と c l a mp ，'(ilの制l織没、化を比

絞すると，初WJには血管，T(Hlによる 11.勿{~ i，4lt史不が著明で

あるが.新'1二l人l膜は段長を、ド滑に修復する以 I: ~こはW/ ' I

せず。また Ilfl竹J(!影所比でも ， I(Jl~~;挿人長を t'.i縦すれば

I 1均{~ ìifll史ポは術後早期J (:3 ~ 7 !::1)に改-;'L;'されていた。

これに以し clamp ，';[1では 3~ 5;盟後にはl吻fTF部より

も[":J肢の技術をIJ"すにもかかわらず，臨床(I(jにはこれが

れ科されているため sleeve i.よでの l吻 {~iffll史窄も過度

に川!遁悦する必要はないと考える
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図 4.%JrノI:i付11英形成部と I(U1 J !f!))態。

Slcc円、ι、では渦流形成部(1(lljiJf手I&/jjj) じ ー致

して新ノ1.1人jl肢が形成される

Sullyt;は，官 広らが第 56i"!'I'市1~性災'r 会で幸lt(11 した

sllcve Wの袋、μ、と|訂l係の11勿合μ、を )IJ，、た実験で， 従-*

d、に比し凶作率が低いとの結巣を得たことから. 1，;) iよの

臨床応、別には街定的であるが， 筆 おらの!求総(ぷ 1) 

では， 従主伝法の11勿合11年間， 開{f;f¥の点で， 校術的には

SlIlIy よりす;ると !Llわれるにもかかわらず slee¥'e没、jょ

が出い11M(子ヰ1をぶしたため. i~\練を要せず，'::j ， 、IlfW本の

得られる|吻介μ、として slccveil、はまHlIIiに 仰すると 巧

える

まとめ

Sleeve iょによる微小血管l吻合部の 組織学 的経H、『変化

について，実験的に検討を加えたが，新'1:.1付膜によるl吻

fT却の修復は良好であり. I司古11の狭窄も臨床的には問題

とならなしと考え ULた

制eeveiLは1"1):の簡便なことと 11A存不の I~':j l、ことよ

り.m:維な rJ支を袋 L. 11、引伺のかかる手の外科 f，t~城では

応用範聞が!ムL、ものと xjえムれた.

文献

1) Lauritzcn. C.' Scand. .J. Plast与urg.12: 291. 19i8 
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手掌における創開放療法の実験的研究

Expcrimental SLudγ 01' the open wound methods in the palm 

松 )1' lj{' 

同il/;;¥光怯l

AIj出 j董宜

佐々 木喜 .t!j¥

11Ir 111 }./i也

松 )1 . t!jゾ

予の学1JlI)のj文!併は知覚が鋭敏で1主l内降線を有しi架部組

織との砂!効性が少ないなどという独特な性質をも ってお

り，ものをつかむのに適している このような皮II~ は)(

!氏に類似の構造がみられるのみであり . rの";:;1JlI)の皮)何

Key words: opcn wound methods， palrn， Dupuytren's 

contracture 

キ T.Malsui (助教綬). i¥[' i¥laeda:信州大学専整形外科(Oepl

of Onhop. Surg.. Faculty of Medicine， Shinshu 
Univcrsity， l"vlatsumoto); T 主lachida(医長). i¥1. Yana-

gihara 佐久総合州院整形外科;K. Sa日 ki:11本l見付際学研

究所E室長U)~1 ; 1. l'vlalsui (部J~) 安知l リ[1;，し、身附 'I I~ 計 コロニ

発注l埠'rl-[-研究所逃(ム科

欠t員を降線をイiLtJ:い!主!内でおおうと Fの機能か陣与さ

れ，整作 tにも川j越を成すことになる。

われわれは りlIpuytrc口約締や 外傷性の子堂のJ.!<:Ji可欠

煩に対して創JlJf)放縦法を行った結果. IJ日放 íil)は符しい婦~

i良を残す ζ となく線状線級品4で閉鎖し，また皮l内|沌線を

もっ!支!何でほぼおおわれることを発表した さらにサノレ

の手を用いた)，~礎実験で，子学に作製した皮)内欠煩は降

線をもっ1土11'可でほぼ修復されることを述べた1 本論文;

はいままでの併'先をふまえて， ヒト|司係j支!何降級をもっ

サノレを用レてiiIJIJH}jj(療法の研究をちt験的に発JL~ させたも

のである
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を~すのみで閉鎖したが， /;1J]徐自/]に対す

るT':止降級の完全な!与やはみみれなか っ

た(凶 1b) 切除後の皮!内陀線の修復

形態は符i々 の斜度の変化が観察された

1) tM;~)杉に切除した とき，切|糸川の h:

拘hが降級の走行に平行な場介には線状搬

浜は小さく，i]!直な場合にはより広い級

品Lがみられた 2 )切除自/]が小 さい場介

には1 ド心の点状婦~痕を辺絃のl盗線が)"!I! め

るかたちでl史的紋理が /I}制l反され，切除

riiiの紋型がf-!l持 された 3 )切除臼lが大

きい場fTには紋J!I¥の顕)l;'な|呼称u)ぷがz認め

られた Pad (ふくみみ)を大きく切除

した場合には padは焔平化 し， /;1J~;j; rii) 

の紋型と修復後の紋型と は大きな;0;.:が認

められた 子学: ・ 手 í'~ 5í:W部の切除では

f'1:{J!I]のほうが修復は良好であ った

治総組織の組織標本では以 Fの特徴が

必められた 1)線状線l$l民で修復され

ている ':fs('fでは，椴浜の中心部に角質府や淡ゆJJ{"Iが薄く

なった却がみられ，その派層にはlfI支乳.:mの小完全な形

成がみられる Mcissne.小体や℃調III(Jl竹の分布はほぼ

11常である UJ主では拶!原線維の緋j状附j詰がくずれ版状

附JD1r'出している しかしこの，]，心I'[i)にすくい接してf(J

'l'l肘に711涼が配列しており， J文!内|路線が中心却近くまで

仔イ|ーしているのがわかる.不規則な真1土乳)，iJ(も'1'心郊を

i卓ざかる μつれて m則的な配列を示すようになる(凶

2) 2)線状jijlA泌がより広い音[11立では， 搬決の'1'心却

では角'fl肘および淡ψ]}.;<iの形成がわるく五年くな ってお

り額約!刊の細胞が政にな っ てレる)距 ~':g1 も (l~形成で

真皮乳~ftの、ド担化がみられる J'[皮は板状椛むを示 L，

(阿〉は markcrpllnchを"/j，して

いる

a.皮膚欠鎖的 IJJ( 欠m':i[;は少、向J b， 2 IJ JJ僚の印lの修復状態

で閉まれている i乏し、矢印(2 

方 法

図 1 サルの子'字 (シリコ ン・レソ リカ法)

』煩の macacafllscalaのf-':I・およびT"t.r背境界

imにおいて， )文Ii句 および皮卜}]行)lIjを切除し，例会If日!伐に

し2ヵJJ 後の治総状態を 1)，う:~' ljj付与 ， 2) ンリコ

ン ・レソリカ法と . :3)組織学/'1'));12;でも って 検'#-し

た.切除のIr1はMl則的に円形とVjj，U1とL.大きさは長

作が 7mmから 30mmにわた って切除 した(サノレのず

干の大きさは平均縦 60mm， I1Vi 41 mm) 隆部員観察を岩手

妙にするため. 切除iilJの側却に markc.・plln山 をおい

た (以I1 a). 

結果

子学の切除印JLil、ずれの場frも}，fJ、状または線状係搬出

，ー-
‘一

ー、。.，，‘
 

図 2.線状様縦痕剖; 矢印は'1'心部 (1-1E 染色， ，/0 

1行〉

図 3.，ムい搬浪部 (HE 染色，40(i~) 
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Mcissne，小体や血竹も疎である さらにJft皮卜にも線

*If:U細胞の噌舶が及んでいる '1'心部からかなりはなれ

た部位に不規則なが ら真皮手L頭の突IJ¥が現われるように

なる(凶 ::l). :l)予'学 ・手背部境界月刊では， 予'千世lIJの

}U支のほうが手i"f，111のJ毛皮に比べて修復はよい frJ.支で

はいずれの側も網状桃j告は il~ 失し，板状構造とな っ てい

るが，子背側のほ うがその変化が符明である

考察

1三"1'における!土h可欠損に対するfilll別放療法の有効性を

J文Ii守紋E~修復の 1(li から.1111列することが本研究の 11 (:ý~であ

った '定験当初は切除部分に対する皮!内降線の完全 JI~生

を期待したが，その立市lはできなかった しかしいず

れの切除実験においても切除。1]の降級!の被告2修復の結束

は良好であ った ノ)-[i '1 の.~験記fI 果を総括すると以ドの考

察が可能である

1) F掌の切除iilJv土原![IJとして切除前の皮I白降線の紋

型を維持したかたちで修復される すなわち，降線の定

行に平行した切除自1]では，隆線の中h，の明大や形態変化を

伴いながら原紋型に近いかたちで紋叫が再編成される.

McCash2 が提PJ1した Duputyren 拘紛に対する open

palm techniqucにおいて， 手'少の迷(立およひ中央1土fJi!.

のあいだにつくられた紡銭形の開放官IJが，あたかも日IJの

第 1Jtlj癒合が生じたかのような線状搬浜を生じて広川被

疫が行われているのは，この実験紡巣と一致するもので

ある

2 )降線の走行にl直flJな切除告1]ではより大きな娘痕を

残し，隆線走行の中断が牛じ，特定の紋型形成は起らな

い. これは怯井ら')の織作した手r

手;での外傷性の皮!首欠

t員が|縄線の走行方向との相互関係で搬痕の程度が異なる

とい う臨床的事実に合致するものである

:1) I;!JI徐日~I分が大きく pad の扇平化をもたらす場合

には修復後の紋型に顕著な変化が認められた このこと

から切除実験における皮h可紋理再編成機序の一つの可能

性は，7l存 p.1d の形態と相闘をもつものと考えられ

る 欠m，'ffl分を哩める隆線の形態と紋理を決める要素は

pad を'1'心とした局所の giomechanicalな機片;の存伐

をlIi'J/Jてするものであり， Mullvihill ら引が述べている胎

児での降線形成機序の仮説を支持するものである.

結語

サノレの F学に1土l出欠損をつく って保存的に敏い，その

治総状態を皮!内紋理学的方法で分析した結果，切除部分

の皮l両院総の Jlf制成は降線の走行や pad の煩傷程度と

相関があることがわかった これらの実験結栄が臨床で

の創l;fJ放療法に朕lして示唆しえることについて述べた.

文献

1) r:Uド j，i，:ほか 整形外科 1538. 1982 

2) i¥lcCash， C.R.: Br..J. Plasl 白山富 17: 271， 1964 
3) i¥lullvihill， J.J. et al ・J.Pediatr. 75: 579， 1969 
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前腕回旋機構に関する研究

- 骨間膜の働きについて

Exp引 imentalstudγon rotation of thc forcarm; 

function of lhe inlerosseous membrane 

ft 1謙・ 矢日nl 裕
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liij腕'，'J間膜は riIi腕筋の起始;'(iiて、ある また悦'貯と!と

'，!lが離れないように支持し， rから桃'i'lへ 1)11わった 1.

}jへの))を尺'付へ伝達するといわれている i われわれ

は，員s551"ly-'部将災学会において liijl院l"I1i;('jqhが院'l'I'.:iJi

と尺'l'I'.:itlを対iぶ線に一致する二とを事IHりした2 今1"1，

合間膜の走行と前腕田政軸との関係を検，i-tし， '，'j間膜の

l劫きに|刻するいささかの知見を得たので縦(11する

材料ならびに方法

1 解剖学的検索

|ー11主屍w際木 36肢を用い， 竹川1英の，UJ・1"1H仙寺の

緊張の変化につき観察した

2 運動解析

1'.腕骨'，'1幹部で切断した 1:11支似;ι防本 611):から，関節

包 ・籾41f・'，.守間膜を i品存した fi籾，a}t~'{ ;Þ:を作製し用 L 、

t..: 

liij腕後I(liをカセ y トにつけ， 1:1院をカ七 y トに、ド行と

した位lrí:でX線娠影を行い j主 1占俊}~関節の凶節裂隙が

もっとも明瞭に揃附される11支(:!iを， 1"11人l川外中間位とし

た.また，'，'}-vこ変形のあるものはあらかじめ実験より除

外した 川政 ~q!Jと 1 (1 交する匹lつの、ド I(rト すなわちi刻、k

品i• J創立端から 1/4近位;'rii(].:)、卜， 卜1/4i{ilとl附す〕

' I' j.と出~í ・ t;~竹刺 l面l 部の 4 ヵ所において院'1'1 と I~什のおの

おのに l本の Kirschner鋼線をluIIJ;t!'Iq!Jと11'(角に中IJ人(凶

1 a)，衿鋼線にはそれぞれ 2f阿の iWI定点を設けた 腕

}~関節を l丘 fij位で|剖定，支持fI に1-.1腕を J[';J:守したのち，

liij腕を中間(立に保持し，1ロlo;dqh延長 |て:3mの距離より写

Key words: forearm， interosseous membranc. rotation 

れ K.i¥lori， Y. Yabe (教授) 名，1，);;保健神i'lミ大宇整形外科
(Dcpl. 01' Orthup.， Fujita.Cakucn Lni¥'crsity， Schoul 01' 

~ I edic in e ， To下uake): K じchinishiC;時f:1Ii)， 、.1 to (議

fll!i): ~lt、主主塾大学整形外科: S. 1 nukuchi UJIJ長): 1I本専

売公社東京病院整形外科

真似影を 1iった(凶 Ib) 次いで徒 Fにて協什を1"IIi;t

し， !，!'，本号築のマノレチストロボを使用し測定点のfil;きを

間欠的に似影した 11走大1"1外位から1"1内ブfli，)3 1"1， i役人

川内位から1"1外方1"):J凶，員十61"1の運動を記録した

外在Ilf立につきフィルム |二の隣接する 3/i.tJ;F-1弧により

紡ばれていると仮定し， 3点を通る円の式を用いて3 そ

の中心を社!Iは~/，í，の 1l!) きとともに次々と求め，その平均怖

を算I-Uした。 61"1の運動の平均値をその部位の1"1旋中心

とした この後，中間(立におけるレジン 1，1;1定版本の切片

を作製し， ~f.l ll ¥した川政l卜L、を重ね合わせ，'，';'断iIJ日と1"1

Ii!t中心との(立h'ii的関係につき検討した

iJょに，杭'，'1の.iili動が1"1旋中心を中心としたいl運動であ

るか作かの検討を行 った. 外側のdllJ定点をA，1人Jillllのil!lj

定J誌をBとし，算出した回抗中心をOとする AB ，t1f， 
に-~であるから OA の長さと jíJ OABが定であれ

ば，線分 I¥Bおよび附IJ体である焼骨は O を小心に円逃j

1VJしているといえる 01¥の長さと角 OABは，(1算に

より求めた.

以との，iU草はマイクロコンヒュ-3' (シ ャーソ M又

80 B)を川い， プログラムは筆者自身が作製した

結 果

'1'1'間肢は恥¥~ ~ <1 mmの腿様の線維の朱fTである腿係

部と，その他の膜係部に大別される.腿様日~íの線維は}て

'rJ"j，卓位からf;{:'¥'i近位へ斜走しおのおのの'i'l'llil縁に付J7す

る ほぼ尺'II'l' 1/4却に付着する線維がその下総を形成

する 血n様却の線維の走行や発達は際本により多少if.:が

あるものの，その走行は|叶旋網hに近く， またその発i士一は

末梢に{、J'liしかっ川旋物hにより平行に近く走行するもの

が顕片である Cl刈2). 

1"IIi!tIL't-の弘之娠は. 卜1/4音fiではほぼ不安， '1'央部では

'1'間{占から悦!立1"1内位で最大， 段大)111外位で紋小であ

り，そのさい憤万向にたるみが発生する しかしながら
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a.円つの部位 tiから遠位端， 卜1/4，'jj;. ，'，央部，

1;~'I 'l' mr阿部点線・ 1"1 旋中411

a. 

fC注した線*'11のノ[2fJ方li.Jのたるみは生じ

ない.

f千百s(立のl"ilA中心は.;返 (立川11 では)~'信

菜状突起)，~部付近， ド1/4郎では尺'1・J"，IJ
任n紘にほぼ一致し， 中央部て'(1 つの 'I~l

のややliij}jにある これらの点は長線 |こ

に悦び， 補外1ょにより求めたij~'r-J頭部の

l'lIJill!'"心はその中央部にある (1文13) a， ;卓位端

図 1

膜篠宮H

図 2.

。
δ 

b. ド1/4

部

b. 実験際本

腿様部

b. 

Q Q 
• 。ο 

C. "'J)と d.焼背 e.椀竹頭，'mCitli 
i司; m，国 外法による〕

1m 
測11定点をあ'f ~、線分の fj)) きをみると，線

分 OA とf(JOABの変動はきわめて小

さく，以人でそれそ'れ 1mm. 1
0

守 とぷ

差範UMI付であり腕骨は円運動していると

図 3 各部位の!日l旋中心の{立irf '!?断面N側がtii，而. I二が+;~i'l

いえる.以 上の*，'i宋;は肘いた六つの傑本ともすべて|司様

であ った.

考察

前!腕川 JÞ~'， qll に1I'(1:tJ な、l' 曲一 l上宇にお Lい、て tν桃t宛~'I'

l小|ド"心心に|ド門1可j述脱励jしている ド1/μ4~請部百郎lでは |川"叶1ヰl か肱:~仁中心がf竹j 問縁

とほぼ'T'¥なるため， "刊¥1縁ji¥lの距雌は常に門の、".iiと一

致し緊sj長はほぼ-';，とである " こl央部では l"l a;~ '" 心がやや

lìíj 方に (!L ii句1:するため，続']')干]"1\ 1縁が l "l á:l '-"心にあI して)~

'I 'J"I~j 聞紙の以対側にくる粍度 1"1内{立で最大となり以人ー 1"1

外位で紋小 となる (1刈.1a) 
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'I~J 川膜級車It方 1 ;'1 についてみると， l"IIi:( 

'14hと一致する下 1/4部の尺竹竹1::1*止に千l

J1するより発述したものでは.あらゆゐ

11刻、〉でその緊'JKは一定である (1:<:1.1b) 

その他のi'ril位でも付ぷ部が川旋'Iqllとさほ

との、け出11れず， しかも走行がInl政和hに、v
Ijiこ近いため紫娠の変化は少なL、(凶 ιi

c) この場介線維定行が 1"1政相hと1(((lJ 

に近いほど緊IJ.kの変動は大きくなる し

整形外科

たが っ て '1')・ r~: 1股線維は緊似の変化がも っ PRO. 
SUP. 

とも少ないような )jl~1 に 1 発ji した級車11

が定行しているといえる

もし l"I Ii:1仁川の'片 H:I~莫線維の駁長の金化

が大きければ，支持 ・))の伝述 ・紛Mfl

ts:どの1引きにとって不都合であろう よ

って'i'J"U:Is失は，当然のことながらl"IIi:(を

制限することなく.これらの 11的に介致

した|ん告をもっという三とがL、える

市土 語
口 回日

lìíiJ防ì1-Iii IØ英は""綻時の緊'Jl~の変化がも

っとも少ないような;]1;'1により発J土ーした

線*11が走行し， 1"1綻を制限するよとな く

支持 ・))の伝j土・筋.Q:k台などの日 (1'.)ιfT

致した椛jiiーをもっ

a. 'r'央I'm横断l古i

軽度1>>11付1立で A つの

竹間縁の距縦は般大と

なる

ムー

AB=AB 

b. A :}亡竹付着

t'~IL B 侠骨付着

;刊l

Aが1"1綻輸に一致

しBが円運動の場

介， ABは常に一定

図 4

~. _1 

1983 ~ド 11 }I 

C日'-CE' -・-CO〆 CE

C. C : )込 "';'1'1示。
.'111， D . E : fJt宇j
{、l着郎

Cが!日l旋軸から離

えた場合，走行が|口l

綻qmlf二、ド行じ近いほ

ど(CD)変化が小さ

文献 2) A集成-11か ・9'i百l整災誌 24:1643. 1981 

1) Lanz. T. et al.' Praktischc Analomie噌 2nd Ed 

VoJ. 1， Spring-¥'erlag. s町 lin.p. 169. 1959 

3)矢型f健太郎現代数学白科， 第 20刷"払淡11.，東京，

p. 11， 1981 
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指の!SH動および制維11メカニズムについて

The locomotivぞ allcl conlrol mechanism 01" thぞ 日n再引

川
叩
L
F

悦

近年ロポ y ト l学が11l:1日lのiI:Ilを集めているが，花、JlJ

範凶が広がるにつれて従米のロホ y トJ主体jの限界がし、わ

れるようになり， その対比として，人川の桁のきわめて

紡J.Ijな動きのメカニズムに対する興味がJ曽しつつある

J行の!WAy)メカニスムに対する{リf'先は比'1;土的 I'iくから11

われており， とくに Landsmeer:!，3，o らは，“intercalalcd

bonc" という概念を月J，、て桁のi:!l1111 ftll}L~が安定に 11 わ

れる条件を求めている. 近年においても SlOraccu ゃ

Pagowski4 らも指関節の形態， とくに凶節凶lのuliネや!悩!

のレバーアームなどにllIJL，安定条1'1についての考古そ

を行 っている また， Chao' らは屯知機を用いた膨大な

計算をliい， J行を似:五1)する t刊ちの発'1筋))や，諸制付?な

どの応)J;を求めている このような勿))にもかかわら

ず， nu組はほとんど木解決のままであるとい ってAi!¥e3'で

ない 第一に， RA の辺、行に silaSlicimplanlをi1った

さい，関節凶lの形態などは激変するにもかかわらず， f行

の凶ilnハターンはIE'':;¥'に近く。 SlOraccや Pagowski ら

の条件が，本当に criticalなものであるか， きわめて縦

わしい.第二に Chao らの計切は')じ長)立分の筋))を

oにすると L、う似ii:で行われているが.解がえ!とまるため

Lは，冗長度分の筋))がii.:数て‘あればよく，必ずしも 0

とする必然性はない

われわれは，従米の研究は，すでに拘束され， (fイ1し

ていなし、 1'1811えまでモ子ノレにとリ込んでしまったためilt!

，iiLに陥ったのではないかと 与え、4;nrJ'Jな部分だけか ら

なる， "fíìをな IIJ{り ìjí.純な そデノレを h'ld~ L， 解析を1r.) 
ール-
t、ー

方法および結果

以11に示すような，桁の))学的モフゴノレを構築した 附

常bX人リ)r/J~指のご.分 Ir'j('象より， 1刊行'11の形態および1"1

転'1'心点を，ドド141説jj.¥(機を片Jl、て'，I!rl機に人))した t'I 

Key words: bion1f'chanirs， finger silllulatioll 

不当 Hirncno (医長): ~~I ，Yd 111 ~j こども州院佐If手外科 (@>Sl0 ~，: 

Io{;j市'1'央区1'"人1111'2-5-1; Depl. of 0川 hop邑urg.，Fukuoka 
Childrcn's Hospilal， Fukuoka)‘卜1.Tsumura 九州ヴ;災

病院整形外科.

*
 、

川

χ
-
v
E
E
J
 

L
小
1

L
T
e
 

リ
什
円

山伎として， \11ワ は矢~)\Irliおよび/主、1'1乱 PIPJおよひ

011つ は矢伏凶11付の1-，.，の，il'41"1転t'lIIIJ良とした

この 4t'l111肢は， 実際の桁の 1'10ニ1)えそのものである

が， 4;*ーは，各IJ:I節(i(1111 J立(X ， Y， z ~~II f-:'対するズレ

および1"1伝)，計 18t'I山位あるはずである つまり，残

り14LIIII肢はなんらかのJf:*で実質的に拘米されてい

る これは， J.陵中11で志向を規定された!:l¥およびjtll紡舵が

IwJr時に収縮することにより，スレおよび拘hl"l佐などに対

する復)l，))が働くためであると与えられる

駆動筋としては， 1山j側の J=. IJ~筋，指ftl' 1ílj ， i長および傑

Ji1J，凪ifj)の，il5;1，;を考えた 定[r'jは解古IJ学的作i伐に従 って

設定した

各nIIIJJtに対してモーメ ン!の均衡が1J!t立するから，

，iI.j本の)).f'E式が導かれる.これに対して，筋))を 1'1山

にl没i-Eしうるifj)は 5本ある 木知j数のほうが式の数より

一つ多いので解は小定となり，無数の解が存伯ーする こ

の解のイミii'性は，従来より研究I'iを悩ませてきたnn題で

あるが，われわれは，この小定1"1ーこそ指の馬IHU)メカニス

ムのキーホイ/卜であると考えるものである

角平が不定であるということは， J~t日J節の(立 ii"i:をかえさ

せずに外))と均衡する解が無数にあり，その うちの一つ

を， )Lk度分の筋力を折;どしてやることにより選択でき

る4 とをむ)外する

とだlfZにシ iュレー γ ヨ/を 11ってみると，その 'JI情が

はっきりする 指尖に対して 点、ド一方[r'jにイiから 1， 卜

図 1
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COUNTER=臼

図 2

COUNTER=10 

図 3

Iて

Lこ
COUNTER=20 

図 4.

から lへlの外向 .ftを与える I¥JIつ まわりの水平1('1内

でのモーメントの均衡は， 1:としてお似IJのF内紛 (1R) 

の収納))で保たれるが もしニのため lしが1，サ時に収

縮))を tl~ した場合は IR は Iしのfe'Jトルクと，外荷

，rtのトノレクとの利lに対して対抗しなければならなレ

l しの指定筋力を 0，10， 20 と変化~せてみると， I文12，

:l， ，1にぶすとおりで， 外向 ，r!に点、Iする均衡や折関節の

位 lit'，~は!日j ー に保たれているにかかわらず， J'i'il人lの))学的

J加えは激;Jtしていることがわかる IRの抗抗紛である

JLの収縮により， ;!生鎖反応、的に他紡の緊必も J)可加し

このがi~~として ， 筋力および外))からなる |刻 ílÎi 合))ヘク

トノしは大きさをWIすともに. 1i'i関節fl益I(!I中心柄hにより

近づいてくる

なお すべての筋力が ~É1jして別加するわけではな

く。この場fT，浅術開筋の発生筋力は むしろ減少して

L、ることヵ;*っ泊、った.

考 察

ハレー ボールなどをしていて，十、ーノレに身悦えている

とき?刊行は緊く緊I}長している このとき，析の作関節の

変位はないにもかかわらず，あるilijとそのtMJ[紛のl山j者

がともにl以前(iすることによってノ、ランスをとり， f行の緊

娠のみを，:・:〆〉ている。

もし，筋肉の数と !'I山l主の数が["jじ場合には，外的吊

O における唯一の解は，すべての筋肉が弛緩している場

合のみである l本の筋の収縮は，決して他の筋の収縮

でハラ ンスされることはなく，必ず指関節の変位を引き

起す

JRに|彼らず，人体の関節は浅い臼設を千iしている こ

のことは広い nf !日~tYX を保証する以而，脱rlや小安定性を

きたしやすい危険を立味する もし百IJ態。;j慌が斜めプj[i，)

に指に作則した場介. 1"行関節臼み縁には強L、応))ftlやが

起り，二の紡米として長'J離骨折， 脱 I~ 1などに陥ってしま

う あらかじめlIT!・伸耐筋の収縮によ って折の緊娠が卜

っていた場合には，斜め方向の外力は，中心軸)jl旬の指

の緊'Jkベ クトノレと介することにより，松終的には中心軸

近くのfU)ベクトノレとなる JU)は臼益:全I(!Iに分イIiL. 

これにより脱!こ|や十i折などは予防される

このように，指の筋の冗長性は，外j¥ij'llとの均衡や指

|見j節の位 li;l~ を変化させることなく 桁の緊張をおめること

ができ， ニれによ って関節の7i:.定i1:保に役立ーっていると

考えられる

文献

1) Chao， E.Y. et al.: J. Biomech. 9: 387. 1976 

2) Thomas， D.H.: ibid. 1: 107. 1968 

3) Landsmeer， J./¥I.F. et al.: Acta :¥Iorphul. :-.Jetrl. 

Scand. 3: 287. 1961 

4) Pagowski， S. ct al.: J. Biomcch. 10: 205. 1977 

5) Spoor， C.¥¥'. ct al.: ibid. 9: 561. 1976. 

6) Stora('c， A.引 al. ibid. 12: 575. 1979 
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手と環境

第6報 成 人男子の局所振動負荷および温 水負荷による手の機能の変化一一

The hand and environmental; 6. physiological changes of digital function in 

adult men studied by vibratory stimulation and a warm water immersJOn 

松本孝行 鈴木勝己 伊J也知1正光 小林塙 平

伊)能謙三 平林!支 塚原純

三 浦直 彦 三島真 一 古川英樹本

11二常人の手の機能が，環境の変化でどのように変化す

るかを追究してきた 今!日|は健康な男 r10名， 干-均年

齢 32.2:t5.3歳を 対象 にし 本lfut20
0 

C ・1張度 50%の人

r気候室内で‘指皮!内flnt・振動覚 ・ピンチ ))・尺'fi・神経伝

導速度を指り!とし，1) 32 Hz局所振動i't荷， 2) 40
0 c 

Jn)所協水れがIにより名指標の伯が経時的にいかに変動す

るかを追究したので，その成績を -i'i-rの文献的考察を/JII

えて械告ーする

方 法

対象は健康な男了 10;f，で， 職業は営業を主体とする

者で， とくに))仕事はしていないものを選んだ 12 JI寺

に 680Cal の )I~食をとり，排尿後 l. 8 cloの将次にて 13

時に人 1:気候本へ入窒し 30分間の的陀安仰をと った.

負荷'Hi， 1)イ'if 32 Hz /，，) rfr振動i't(，ij， 2) /，手 40
U

C

温水援演負ィ可の川氏で行った 各負荷jの前後で経JI寺的に名

指標を測定した a)指!主/1'句温は雨l千中指 .f~i指末節部

背側でillil定， b)指振動覚は両手示桁で、125Hz振動覚

を上昇訟で dsilHで， c) ヒン チ力は両手母指ぷ指間で

pulp ヒンチを， d) }と骨神経伝導速度 (SCV，MCV) 

は負荷iWIでiltll定した 同所似!filJ負荷は新日本計 iWI機社製

を用い，{!?属パ ーを t原持し;{iF 32 Hz /る所振!fUJ負荷

(2g. 0.04mm)は 10分間とした. II.U，浸i寅はヤマト

製ク ルラインを使}十lし， 40
u

Cのi品ノK'I'にIr:Tを子関

Key words: skin tcmperalUl巴 vibration. warm water 

ImmerSlon 

r. i¥latsuki， K. Suzuki (教授)，i¥1. ljichi (助教綬)， Y. 

Kohayashi ci帯自市)， K. Ito， S. Hirabayashi， J. Tsukaha，泊、
N. Nliul'a， S. !vlishima， H. furukawa:産業医科大学教形

外科 (Dept. 01' Orlhop. Surg.，ト，chool01' Medicine， Uni-

versily of Occupational and EnvIronmental Health‘ 

Kilakyushu)。

節まで 10分間I'}.di. i'li笥させた 桁皮膚i品は program守

magle data logger-7V06を用い， J行)複J反動党はリオ ン

製 AU-02機で 125Hz振動覚をilUI定した ヒンチ }Jは

7 レストン製ゲージで測定した

結果

1.右手 32Hz局所振動負荷時

a ) 指皮 /1~îJ昆出fl何側手て、 'I'J行・広HI1 とも手l' i'!何側手

と比べ娠!fUJ負荷中 より経度fR卜の傾向をぶした(凶 1，

2)。

b) 125 Hz 振動覚では両iJllI刊行ともれ術後低卜を不

したが，í't何 iJ!lJは~I ('[i町側よりも低 Fを小した([文1:1 ). 

c )ヒ/千))， d) g骨神経伝等速度では負荷前後で

u 
} .• 3

2
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図 1.32 Hz (2 g， 0.04 mm) 局所振動負荷時の負荷

側 T'I'指f行!主/1雪i昆の変化 n=10， mean土お.D.
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図 2.32 Hヌ (2g， 0.04 mm) /'，)Iví振動fl何時の~ I 負

荷側手中指指皮脂llutの変化 n=10， mean土S.D
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図 5.40 ('日19f1!，;t水口漬におけるi'l向官IIJ'I'折1l'iJ主11'1"

市lの変化 n=10， mean士S.D.
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を士、f事u二 φ定の 'Jト{nA・j尿度の人工 気1夫前|付で， また食

'Jf・，{if<.・実験1I，'f11¥J.姿勢も一定にして'Jt験を?iった

環境11，，[1立により TJ行の皮"可制度が敏感に!以応すること

は，われわれの過去の実験においても IYJらかである 川

所冷水以出れがIにおいても 各温度により反応のぷがみら

れたし，そのときの室侃によってもその 1"1復にl.~がみら

れた 今1"1は逆に組水れがIによりどのような没、動がみら

れるか測定した 川所IM!Jく負荷/1与にはm度 1:'11がみ られ

たがれ向後は:'~~.ìiliに低 ドを示し前Ii!(へ近づき。s'!荷官!IJ で

はliiili!l:よりもやや(氏卜 し Jドれ仰官IIJと比べやや低 卜の傾

向をボしたが，F桁の水a:iれの影半年も考えられる }，，)所

1'11，，[1立s'!{，日後の手折1幻内航度はj山本的にはliii他へ川彼し

ようと調節されているようだが宅f品， II"UrUI#i. 11'1紛

などの条('1によ っても注がみられる 振動党の検作にお

いて今1"1125Hz 振動党を用いたが. これは前川のわれ

われの実験において 32Hz 振動党 よりも 125Hz娠動

党のほうがより大きな反応をぶしたからである 川所冷

水れ何I l.'fや!日) I~f振動れ荷時において振動党は梓しく低下

を示したが， 今川の 32Hz1，，)所振動i'l(，:jにおいてもれ

何p'i後において低卜を示した また， ~ 1 i't(，:j{J!iJにおいて

も終度(!(ドを示した 温水i'l荷後の阪動党では冷水i"!?可

後とはwなり I'可Tf行とも変革!)}は少なかったが，ft?Ji似IJ，{I

後Ii!(で料l交{氏卜の傾向を日したことは興味深い

まとめ

}II)所fh.dVJS'1(，:j (32 Hz， 2 g， 0.04 mm)において子の

生FI!(，'~機能は膨科されたが 400 C }，，)所i1it水れ何におい

ては;1!!1ムーのわれわれの冷水浸漬S'!{，:j実験のがi~~ と比べ以

応は'IFfl(tであり，またその指皮!内ilMのやl彼はすみやかで

あ った 今後さらに手の'1，理的機能の検討を加えていき

たレと与えてトる

T，me (m .. 、}

ft(¥:j側非i'l(.:jfHlJ 

図 3.32 Hヌ (2g， 0.04 mm)川19iJ)j~ '砂~ i't荷/1，'tにおけ

るれ何jfWJとJloi'l何側のノJ斗行123HzJ起草b覚 (dB伯)

のう変化 n=10， mean土お.D.

正当駒込 句、

~~正_/ 、 、、 /ー 
d ト -. 

ミ:芯ミジ
、もι

一、ー-ー =

Tim. (m.，，) 

図 4.40"('吋所温水反漬におけるAf，:j(J!iJ'I'指指l幻内

1昆の'.!.t化

変動はみられなかった.

2 左手 40"C温水浸;責負荷時

a) J行!主h可flntはi'l仰側で'1'1行.Y";'U行とも 40'('までの

Ij{の後，i't街終 (1(1 後より :~I、 l放な (j( 卜を きたし れ何後

20分間は.Jri'l 何側よりも杯l吃低ドのj¥:(ilf'jを示した cl刈

l号 5) 

b) 125 Hz ì反動党ではiM~くれがjllUを.

たi'11，ij5 分後~Iô ft (.:j{J!iJて、も(!(ドした

c )ヒンチ力、 d)尺'円tljl経(云;i"f!ilil江とも没、化はみら

Jれなかゥた

考 妻美

J決Jむの変化により手の機能がとρ のように没、化するかを

追究してきている 環境の安同および伽i々のノ|体の要|刈

により Fの機能も変動すると考えられ，今川は健康ワ)(

まi'!仰似11で。
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関 節 と 3J三
円

一一肘関節の音の周波数分析一一

Joint soupds; ('lbow joint 

，1，烏消防 鈴木勝己 小林 清李 小 i~ 貞一

永 日， ;苦之 佐々 木，;成人 JJι I，Yi] A{{彦

1-1 1光来111- )1 1:仁郎 川 久汗1よ*

関h↑lの似Jきによ って7Tが生じる ニとは 11常しばしば経

験する われわれはこの}，f，i、に興味をも って関節音の周波

数分析をあtけているが.今|叶は>>.11対節につき検索を試み

たのでiqtfつする.

対象

慢性関節リウマチ(以ド RA と附す) 13jflWlj241刻

節，変形性|児節前(以ド OAと田告す) 10 j，i初119関節，

臨!ふ症状がなく X線で異常を』沼めないコントローノレ府

16 J.i'W1132関節， の1J!:Iili'iiTを周波数分析して比較検lはし

た

方法および条件

周辺の維背をM:少|製に抑える 11的で無手号室を利用し，

/リコンチュウフ'を千lけた 7 イクロホンを 11、I頭 lてにあ

て， 1削除"[:¥1位で11.11対節を I往復約 2秒で他動的に加{III

させ， 先生したn"を収録する これを narrowband 

spCClrllm analyzcr fこ入 )Jし Spel:lrUm を分析する

得られた speClrumを 128f同リニア JJIl fi戸してが JI~J を求め

てコ/トローラーに'r!L;i去しその↑111械をフロソヒーディ

スクに収録するー)j， データを高速度 レベノレレコ ーダで

問波数|羽数としてE記録した(凶 1) 

Key words: joint sounds， e1bow，叩肘IrU1l1 analvz町

* K. Nakajima， K. ちlIzuki(教筏)， Y. Kobayashi (講(~I i )ー

K. Kotani， Y. Nagata， ，，1. Sasaki， A. Hijioka， S 

Nakamitsll: yr!業阪科大学幣形外科 (Dept. of Orthop 

SlIrg.， School of Medi('inc， Univ引 制 1)' 01' Occupational 

泊ndEnvironmental Health， Kilakyushll): J. Tnollc， H 

Takyu: I，;J J全1，;J.fIJnJ研究斗一

結果

コントロール府では， 0.5から 5kHz全体のオーハー

才一ノレft!(の平均は 79.3clBであり， '1'-1約万IJにみた場介

加1齢変化についてはは っきりしないが， 日以代を境tこ

してそれ以降オーパーオーノレ仰が上昇している傾I(，Jにあ

った

RA はおleingrocke. の分知に分け， それぞれの 0.5

Tektronix 4907 

図 1.Scheme 01' SOllncl retrie¥'al apparalllS 
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表 1.Joint sOllnds in RA grollp 

No.ol freqllcn叩 (kHヌ) lOtal 

elbow 

stagc 

目

IV 

conlrol 

140 

126 
(dB) 

160 

Souno Leve I 
80 

6白

6 

9 

9 

o 

32 

0.5 ~ 1. 0~ 1. 5~ 

60. 1 60.3 60.8 

66.3 64.9 64.1 

76. 7 72.8 69.6 

61. 7 62.5 63.9 

" '  '.' Ct，門c!e ミ1¥Str.q(: 旺

比町二Jド弘
、べd・ 、叫、、

、@ゆ帆・瞬
48 

2日

r R E 日 U E Il C '1 

図 2.RA j，j二例のスヘクトヲム 1111線

2.0~ 

60.3 

63.5 

70.4 

62.9 

kl-lz 11}の約分偵の平均および 0.5から 5kHz全体のオ

ーパーオールfI自の、fL:t!-Jをムー IfこIJ'す 結 以として stage

がj並行すれば関節は大きな背をJe'1ーしているが stagぞ

1，11ではコントロ ノレ /il'とltしは っきりした差は認め

られず(おのおの 戸 0.05)，引agc 1ではむしろ小さく

なっている これに社 L sLagc 111では，オーバーオール

の、VY-JfI!iは 88.3ds とつン lロール併に比し 191らかに

WIiJIIをみせており(p =0. 01)， 1:':jIQの'1'1・'1吹'I'Jの破峡，

l則ilN変形のイlf慌が背の発ノ|二tこ大きな彬科iをりえている

と月一えられる RAの11'1例を凶 2にぷ寸 49 t;~ ~i'E. 

ぉtagt" 111 全体の音11のレ ヘノレが大きく。 sp円 trllmの山

線はれでは 1.3と2.4kHz. んでは 1.11 kトlχ付 近にヒ

ータをイIL. ~ kHヌで)Hぷへ移/1している なお‘ コ

ントローノレ併の場介はおおむねブヲトーを形成寸る

OA は A.A.O.S.シ/十、 y ウムの分史iiを111L 、て分け，

それぞれの背11:の平均を夫 2にぷす Gracle IVを除いて

2. 5 ~ 

58. 7 

60.8 

67.2 

59.9 

Sound leve 1 

3. 0~ 

57.4 

58.4 

61. 2 

58.0 

140 

12(1 
(dB、

100 

eu 

60 

40 

20 

3. 5~ 1 4. O~ 4. 5~5. 0 O. 5~5. 0 

57.4 57.4 57.6 78.2 

57.9 57.8 57.9 81. 7 

59.4 58.4 58.1 88.3 

57.8 57.8 57.8 79.3 

(ds) 

r: JハG印式市
5l_ y I間 le

; )̂  Grado I 

レ------r-vv ..J"'-. 卜¥
ムーιー' "v-

卜一一ー

(Io'HZ) 

FRE QU E t~(.γ 

図 3 OA 杭例のスベクトラム 1111線

変形のf'，¥)lIが強まるにつれて大きな音が発'1二している

が.graclc 1，すなわち関節裂隙狭小化のみの科伎では

コ/トローノレ./trとはっきりしたえ:をぶさない(t 0.05) 

OAのk例位以13にぷす 52歳 男性，イigracle 111. /1 

gracle 1. Grade 111では全域において宇i'1Fのレベんが大

きく，spectrllmは不規則な曲線をJ11lき2.4kHヌ付近に

ヒータをイjしている Gracle 1では 1.5から 2.5kHχ 

にかけて多少の行11:のNI加をみせている

考察

1!Jlili'i;'yの研究は， Chll ら1の文献によれば. 1885 "j 

HClltCIが膝fJlili'iの loosebodyの関節7Tを 144fりしたの

が紋初である Wa l ters' は 1 929 壬! に Jr!t~診仰を 件1 L、て稀

の々|刻節i'iを分析 し，非常に早期の関節の変化をま11るニ

とができるとえsベている. 近代機燃としてのマイクロ

ホンを.fIIJIIしたのは 1933年の Erb3
)が松初であり，

SteinclJer41 ，t 1937年心音用マイクロホンを 月jl，、て膝段l
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表 2.Joint sounds in OA group 

total frequency (kHけ
No. of 
clbow 

14. 5~5. 0 O. 5~5. 0 

79.9 

33. 7 

90.3 

83.3 

57.6 

57.7 

59.2 

6l. 2 

4.0~ 

57.5 

57.5 

62.2 

60.4 

3 .5~ 

57.8 

57.8 

62.5 

60.3 

3 .0~ 

57.7 

58.4 

65.0 

60.5 

2.5~ 

59.2 

60.9 

69.6 

61. 4 

62.0 

64.6 

76.3 

62.8 

63.8 

67.8 

74.1 

64.0 

O. 5~ 1. O~ 

64. 1 

68.7 

72.5 

67.4 

61. 4 

70.6 

74.4 

71. 6 

勺
，
e

勾
，
e

q
t
u
qL

ハU

grade 

11 

III 

IV 

v 
control 79.3 57.8 57.8 57.8 58.0 59.9 62.5 63.9 62.9 61. 7 32 

(dB) 

の波形などが凡11¥せないため病名診断なと'の'l'l的な↑i'I'W

については若1の|限界を感じている しかしながら，関

節の似峡の程度と発生す る7afの大き さに相関が認めら

れ，変VI:.の度合いを存観的に告11るうえで一つの指標にな

るのではないかと.!5えている

文献

1) Chu， i¥!. ct al.: J. Biol11cch. 9: 111， 1976 
2) Walters， C.F.: Lancet 1: 920， 1929 

3) Erb， K.H.: 1)1. Z. Chir. CCXLT: 237， 1933 
4) Stcindler， A.: J. sone Joint Surg. 19: 121， 1937. 

5)小行員 ほか 整形外科パイオメカニクス 3:39， 1982 

節音を幸itiltしている ME機以を 用い， 系統なった民l

節音の周波数分析 を行 ったのは 1976年の Chu らであ

る 彼らは doublemicrophoneを用いて background 

nOlseを1続減させ， テープレコーダに関節汗をい ったん

収録した うえで 周波数分析を行 った 小谷 ら')は 1982

年， back ground noiseを抑えるため無糾宅を利用し，

narrow band spectrum analyzclと computerを組み

合わせ， 以前と異なり テープを介さずに直接膝関節子fの

周波数分析を行っており，今fulのJH関節背も同様の方法

を用いている われわれの得た結決で、は， RA， OA と

も進行度の申干し、症例では，コント ロ ーノレ群 と 発生する ~rí

につきはっき りとしたたを認めず，また個 々の疾患、特 イ1



~ _l 

1592 

日本人の手指骨形態に|却する研究(第 3報〉

Roentgcnologic study on thc skeletal variations of the hand in 

]apancse children; 3rd. report 

jl((竹絵、

金(- l'持
鎌 111nJ主

'~\I 111 if 

下型子治夫

J~ t 仁(社~:*

一ー般に手の大小，析の長短による形態(I'-Jパランス(1，

イ肉体により刷、竹の差がみられる f 1 1ÿ;，ì~保において ， 子

の先天奇形，あるいは 'r~IF'i;(;の手とみえるものの '1' に

も，手指刊に"'J'的変 y，~を 1認めることは少々くない これ

は F部はiJlr;'';11学的構造が複維で，その'IHれも多数の小竹

より構成されているため，や1ft 々な 'I<J 陥没:~Nが仔 {I するた

めである i¥1etrical、anatlon としては，中T'I'I'. J行節

'1↑における長作の tll紛性変化および延 J~性変化がある

iIIi者'1Wl ::lミ節 'I'l'~'j 前r]， W5'I'i1i'i竹たJ布(1， 第 2'I'I)iHlt，j

紛， 1'1'下，'1・短縮， 江¥5 t行dysldephalangyなどの1泌総i'l・

下部奇形として. 後 者 lは主 a剖ra紅chy'刊no吋da町cty削yりI¥'、y，λ.¥la剖rf:仏ωE引n】

s勾ynd小3γ'omeのさいにみらJれれ， さらにf8iifの変民に|対して

も， l'、l 分泌疾，:.1:，や各種全身刊 jjと忠，出dlり，~{作 ， 竹系統j'Î~，:J.:，

の随rf1，'I'候と して沼められることがj:I1られている しか

し11常なものとのあいだに，極々の修行刑があり，判定

附則な場合も数多く干({Iーする TJfii'lの形態的ノ;ランス

を存観的にkぷし，形態'!l.'、yltの、"11山水準を杉Q，i-Iする 111'ドJ

で， われわれ'1m2 1 1" J1 ) ・ ~n 22 i"l') 11，t: rの外午、1.'[:会

にて，成人約 10001'，のX線像|ーの μ|測を 11い， 11:.-';;(;な

lの形態夫示について発ぶした 今1"1は，小人のX線船

影を行い， 1ド1: 代のTf行'，'1 の lr-;í~'!l.' J\l の'1' 11:人位以子炉を検什

するため，統計学的処FHをfjったので，その結リミについ

て総代する

調査対象

由i科外米忠I!iを'1'心に， rmに~ .\ 1)11 tc b~忠を，LEめな

い 2if&.から 19ほまでのリJr 2001"，・ 1;.， r 191:f，につ

いて， llllj千の1(1肱X線撮影を 11った.lM~!5方1.1、，1.日 1胤i

100 cm，作年齢日11の条n卜で 1'J.i前l腕Jhl此端より J行尖ま

Key words: Inctacarparl Illdcx， ¥)1川 langcalindcx 

キ五1. uelake， 九1. Kamala. H. Lno.λr. Kancko. 1-1 

Sonoda， T. ¥'oshic 君下山大学整形外科 (f)epl りrOnhoj) 

Surg.， Gunma L1niversitぅ以 hoolor ;¥icdicinc， ;¥Iacbashi) 

で，指令111民(¥1で背→'学 )ilらl綴影を行った.計iJ111法は x
線(象上にl訂以スケーノレをあてて， 中手什， t行節'P-l・の骨幅

の'1二:心線におけるld五と，長径の中点における償径を，

0.5 mm  rp.(.立で訓IliE，記録した さらに繊径に対する長径

の比を， (キlド手什の metacarpal indcx， 各 J行節骨の

phalangcal indcx としてJ?:山した

調 査 結 果

併す折'円ごとに， 長f制((と横筏(lf(を度数分布表 (fre-

qllency d山 iblltion)に集計し，栄町11度数分布曲線 (pe-

rccntilcs graph)を製凶して検討した 中手'1'1・において

は，Jd壬では 23>4 .5> 1の順で小さくなるが，

filiifは 1ノ 2 3>5 '4の順で小さくなる 基節'庁で

は， 1主任はt，n3:W節'付が最大で， 3>4>2>5> 1と

たlかくなり，横径でも tí~3 基節什が大き く， 3 > 2 > 4

1 .5と111Mf;が異な っている '1'節骨では，長径， 検

作とも 3〆 4 .2> 5の11闘で小さくなる 末節'百の長径

は，第 1末節什が政大で， 1>4>3>2 >5の順で短

くなり， tilii予て‘は， 1 .3>4/2> 5の順に制nくなり

jとi壬のlIIilと多少異なる.この結果は各年代，男女，左右

において1，，']様のIIIMi;て‘あった 長径，航径の突dtrl他の分

イ11は，ほぼIUII.分イ1Iに近く， 平均他と標準偏差{1ft(ari-

thmetic mcan土standarddeviation)を求めた.

次に作{F代別および男!，(5)Jjの比較をとるために，右手

W3'I'T'I"J-の perccntilesgraph を製閃すると，長径他

l工'JH では 16i;&'まで， !;_. rでは 13)目立まで大きくなる

が，それ以後のWIiJIJは少なくなる 航径値はVJy:とも成

人まで徐々に人e きくな っているのがみられる(図 1). 

9J!;_の作年(U)llの比較では， 10 成までは女 fの長径似

はリJ[より大きく ， 1l~ 1 3 蔵のH封切でほぼ同値を示し

14成以上で、はリJ[がム fより大きい {J直を示す 横筏仰

は 10ir"&.以卜はリJy:ほぼl'iJ{J立をノjくし， 11歳以 上で男 fの

似が大きくなる(以12) 同様にイ1手第 3)，~íír'i骨では，

Jd叫((はVJ[では 16i;&'まで，1;: (では 13成まで大きく
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なり，伯作111lで、は男女とも中手'jrjと同様に徐々に大きく

なる(凶 3). また， 男女の各年代別の比較では，長径

値において 7段以 Fでは男女ともほぼ同仙を示し， 8 ~ 

10歳では女子が男子の 11立より大きく， 11歳以後では男

子の長径値は女子の他より大きくなる. hVii王値では 10

成以下は差はなく， 11歳以上で男子の他が大きくな っ

ている(図 4) イ王子第 3中節骨， 第 3末節骨について

も，右手第 3基節ii・と同様の変化であ っ

常と判定している 一方， Sinclair引，Parish91， JosephlO) 

らは，各中手骨のt!lii王の平11に対する各中子'，']の長径の和

の比をとり arachynodactyly，Marfan's syndromeな

どの判定の指標としている.われわれは，各子J白骨形態

の V出 lat10日を客観的に犯握し数量的に表示する目的で

調査を行ったが，男女，年齢にでかなりの差が泌められ

た。長径値に関して，国Jみの小児の骨格成熟判定の指標

/ /  / /7/ 
I / / / 1 {~ぉ y

た x線像上の観察にて，第 3中手骨，

基節骨の骨端核融合101において epiphy-

seal lineが存在するものと，単に横線

を認めるものとを比較検討すると， 男

子は 16歳までに，女子は 14歳までに

epiphyseal lineが認められ，長径の計

測値が epiphyseallineが認められ， 長

径の計ilUJ他がが認められたil端核融合期

まで同比率で大きくなる結果と同一傾向

を示した

(lJJ火山

考察

従来，手指骨の形態異常に関して多く

の報告があり，国烏')， 北品川杉浦町

Schmid7) らは手tHTj'の長径比を指標と

し，標準値より著しく偏侍したものを異

;ffJJf 
:_4y 

/'  んづ(/
30 40 50 60 

図 1.

mm 
70 

凹 Metacarpus(R)男女比較 (Length)

40 50 50 60 60 

"1l Ll LJ Jml 

図 2.

246810 

mm 
70 

i 
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田 Prox.ph. (R) 男女比較 (Length)

100明

50+ーー

30 40 

8 ~ 1 Oy 

30 40 

田 Prox.

皿 Prox. ph. (R) (Length) 

1 OOIl~O 

50 

20 30 40 

% 
10口、

20 30 40 50mm 2 4 6 81012 mm 

4 6 810 

i 

1983年 11 ))

14 ~ 1 6y 

40 50mm 

" 100;0 

50.j.. 

50mm 

40 

4 6 810 

図 3.

田 Prox. ph. (R) (Width) 

~
4

・

Mm附
y

ル
24681012mm 

図 4

と比較すると .I，;J各村においてその大小は一致するが，

やや大きな仰をぶした また，杉山らの'¥'j端核融{tll.'iW)

の骨tiltよりも l政くらし、'IJ.WHこ日!ilfTが完成することが1LE

められた Melacarpal ind<，xでは，リ)(は 16;，民まで，

段官に深謝する

1;.了は 13歳まで大きくなり . phalan-

gcal indexは男氏 とも 16歳まで大きく

なり，以後小さなu(¥をとっている これ

は長{剣山が成人の11((に近づいても，償f子

11[(は人ーきくなる結果と一致している 各

子指汁の indexに|刻して， 男fJ:ともk

イi差はないが，作年代と もf;:fが男了よ

り大きな他をぶした

まとめ

以上，小人の各'-1'手骨，折節'，'jをX線

{象上で観察した出Ji栄，年齢，ドJJ)I)にかな

りのft途がzitめられ，単に長i'f. 倣{壬の

比較だけでなく ，各手指'丹の形態Jくーぷと
しての melacarpalindex， phrangeal 

index を.r，!起して，手指'11 の形態)'~常を

判定する必要があると考える

こ校|跡、ただいた若手応大学格形外科教室字

111川英 φ教綬，ならびに|耳|友fFl.皮に多大のι
協力をいただいて群馬
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Dominant hand 

毎年のことながら，夏もたけなわになると甲[[判の全

国高校野球大会が始まる 日頃， フロ里子球iこは輿l外えのな

し、小生も，この時期jばかりはテレビに映るj握手たちのひ

たむきな姿にひかれて一点ー裂する 競技の性的九こ

れらの選手のr[-，には，いわゆる sOllthpawゃんて打ちな

ど，ある面で左利きが多い

ところで，手の外科にたずさわるものにとって，この

布利き， 左利きはL、つも気になる[::]題である 「字を書

くj，[""答ーを使う j，["";f(ーノレを投げるj，[""ハンマーを使う」

などをたずねたうえでカノレテに記，[正しているが，ときに

は dominantsideとはい ったL、f"fであろうかと考えさ

せられるような場合もある

当然のことながら，手の形態や運動ハターンに本質的

な差違があるわけではない それは右 JJ~ とん.脳の機能的

なたを反映した manllalskillのld的な違いに 「すさな

し、」といえば，それまでのこと であるが，この 「すぎな

し、」ことで，われわれのつ活様式は十1:倒的多数でイ7利き

にiU'il，、ており ，人円の 9;1付近くが布平IJきである ，'r，字動

作に限るならば，左利きはさらに少数であろう

チの dominants id e は遺伝的素附の関与がit;~Jν とさ

れ ， 両主~ともイ7利きの iþJ {i- ， その了供ーのほとんどが心不IJ

きであり，両親が左利きの場合はその了以の半数近くが

左利きであるといわれている。 しかし，I[活習慣上，幼

児期に布利きに切りかえられた例はしばしばわれわれも

経験するところであり， dominanl sideが必ずしも先天

的に決定づけられたものではなく，ヨ11**によって変換可

能なことも明らかである

この manllalskillの側方化はヒトに作イIなもので，

ほかの霊長類には認められない現象であるが，いつごろ

から生じてきたのであろうか R.A. Dan 1111*古の人類

である australopithecinaeの化イ!とともにIH上する，武

器として使用したと忠われるカ モ シカ の上腕骨と，狩~ì\

されたヒヒのjiJi益骨の打ち砕かれた穴の位li/，:のかたより

から，すでに彼らの手には dominantsiれ があ ったと

推論している おそらく数百万年にわたる大脳と手の相

山中 健 輔

く久留米大学整形外科講師〉

互進化のr[，から，現在の心不IJきの複雑な生活様式ができ

てきたものと考えられるが，言JEの{史川がこれに慌接な

関.lliをも っていることは疑いない Dominant handと

反I、JsllJの脳陣内の場介に，高頻!止に失語症が発現する事

実は一般によく知られている 大脳生息学的観点カミらす

れば， dominanl handは言語を媒介とした論則的思考

を行革1;に移す効果加として 1'r，字をはじめ'x用性のうえ

で非常に skillful であり，一方，反対側の予は体性感覚

の情報処理にすぐれており， }，'f，;よ:の芋Ij読や立体党の統合

にそのJ'~価を発j'11するとされている この両手の特性が

調和をもって， 日常生日動作から熱線動作にいたる

maniplllationの1[1で， 無意識のうちに 生かされている

のであろう

それを行うことの良併は別にして liii述のように，

dominant handの変換が泊↓広態)Jの旺擬な幼児WIに，

家庭内の指導訓**によ って，ほぽ完墜なまでに行われて

いる例は多い.また，ある種のスポーツや熟練作業にお

いて，部分的ではあるが， dominant sideの切りかえが

厳しい訓練によ って芯;識的に行われ，一流のレヘノレにま

で瞬きあげられている例も少なくない しかし，この変

換が巧くいかず，両手の調和した相亙機能を崩し，逆効

果となる場合もかなり多いのではないかと}[l，われる.

予の外科の診療にたす.さわっていると ，極端な場合は

dominant handの変史を，あるいは郎分的にせよ

manllal skillを反対側に転換することを勧めなければな

らないことがある 年齢が高くなるほど，切りかえが困

難になることは当然であるが， 数年経っても dominant

sideの変換ができないまま，ィ、使をかこ っている患者に

遭遇することもある.このとき，予の機能は実際の状況

において，その予をfi'i板的に使ってこそ skillfulになる

ことを説明しつつも， 一方では，イ7は;;(i，左は左として

史生させてやれないrI分を腕中斐なく思う

Dominanloha吋 はヒトの大Jli討における最高次ぶの進

化の産物であるとともに，個人にとっては作活の1['では

ぐくまれてきた汗労の舵史そのものである
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High-pressure injection injuryの治療経験

Clinical study of high-pressure injection lnJuries 

安JlI幸凶

天lJ，lf正 文;

*野修治

坂田十lA救

高川で噴出する流動体を子に誤って注入した場合，i't 

入口は小さく，また受傷直後には促状も少ないため，軽

視されがちであるが，数時間後より忠指の修痛 ・ 腕JU~ ・

蒼['1イヒなと'が現われ，ついには壊死に陥って しま う，い

わゆる high-presSlIrei吋eClIon 1町lIry として重篤なm
傷を引き起す そのため，この損傷は早期の外科的処i丘

を必袋とする外似である

l成近われわれは，スフレーガンによる損傷 5例と ，持11

JT'ホースによるもの 1WiJ， ，:1 6例の high-presslIrcinjcc-

tion injllryを経験した .:.D， I'iは "1 齢 23~32 成で全砂1)が

男性て‘あり， 6秒1)'1'，受似1('後吋科を受診したものは 2

{11)のみであ った 。 その 他は"!~.r 1.あるいは数11絞ってか

ら受診していた(ぷ 1) 

受{拐 2U寺間で受診，ただちにデブリドマンを行った l

例は(ぷ 1;J，i'WI) 1 )変化が木村守にliJH，jしており， f行ilnl

'17-が"f能であ った。 しかしながら， 1，;)じく受傷後 2U.'f川

で処罰された l例は(ムー 1;症WI)5)，受診時すでにliij

腕までの発赤 ・腫l阪を認め，指の広汎なデアリドマンに

もかかわらず， M1'関節での離断を余儀なくされた

結果的に怠指の切断にいたった，患者は 6{7iJ中 5例と同本

であり，これをみても，当外傷は子後不良な外傷である

といえる.

代表的症例 (友 1) 

症例 1.29歳， Yi冷装 L

現病歴 :1981 "r 7汀 14日， 検装月lスフレーガンにて

誤 って左中析に泳ー料をIUlcし'支傷 ただちに受診 受診

Key words: hand， high-pressure， ilリury

* Y. Yasukawa， S. Tohno (教筏)， S. 1、oh，Y. Okamura: 

弘前大学柊形外干ト (Dept. ()f Orthop. Surg.， School of 

Medicinc， Hirosaki Univcrsity， Hirosal什);M. Amono(;'部

長): 庁縫う')災州院執形外科: T. Sakata CimJ毛) むつ総介

病院幣形外科; 1. Ichiyanagi (;llI J~) 八，;市民病院整形外

科;Y. Kishiya (部長)。三沢市立三~~術院整形外科

! 接 科

一 利11一 朗

岡村良 久

岸谷k:1t三*

時，左中J旨末柄、の境側にl町王約 2mmの創があり ，その

周辺には銀色の塗料が付ぶ していた.

受傷後約 2時間で， ただちにデブリドマン ・洗浄を施

行し， f:1)は開放のまま drcssi暗 をし処置を終えた 3

日後，1文!内の循環が良好なるを確認し，岩1)を閉鎖した.

患者は刻在機能障害を主主すζ となく生活している.

症例 5.25歳，労占企装 l二

現病歴 1982年 7月 1111， スプレーカンにて左示指

にシンナーと鉛をJUIレ受傷。ただちに当科受診 X線

上， 左ノj、指尖封;JにJDl されたお}がみられ，また，左7~ :t行

は 1'IP1主JLIi'i以ドがifl'l化し， 子全体から前腕にかけて

発亦 ・ 師 'IJ~がみられた

ただちにデブリド J ン ・洗浄を施行し， fjl)はlIlRに縫合

しておいた 病用組織学的には小動脈の血舵性1)/:1本{象が

みられた. しかしながら経過観察中，ぷ指1'11'関節以

Fの決死がすすみ， 8月 911 M1'関節より縦断した.

考察

H唱h-pressllreinjection injllry ，t， 1937年 Reest)に

より diseasedfllel injection i町lIryとして報告されたの

が最初で，今日までにその報告例は諸外国では多いが，

本邦では 1967年江川2)の制作が最初で，数も少ない ま

た，スプレーカン損傷は， 1963年 VVorkmanによりは

じめて幸ltillされた 本症は体内に圧入された異物の物理

的 ・化学的作用，さらに二次感染により組織に変性 ・嬢

死をもたらすもので，受傷早期の痕状に反し，放1Ftすれ

ば確実rに，'，心J行の峻死を約き，f(mな機能障特を残すことに

なる予後ィ、i速な外{vjである

今川われわれは， iC川によ って縦竹されて以来， n 
験仔1)6例を合む本郊での千の high-prcssllreinjection 

mjllry 34 WII について日市外凶の~+1~';ーと比'I~i しながらまと

Iht.乙牟

原闘について(1<2)，おChOO.l によると， 外l卦ではグ

リースガンとスツレーがンはほぼ同数であるが，本長11で
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表 1.前i二: {日l

fド齢 .t!c)}リ 11: 11: !l7ij 'ft 'Il人川~ f心 晋~ 過 切断( 1);( 内)

~ 料
1981-7-1'1受傷，ただちに受診，

29・')J k '1' J¥1尖 デプリドマ ン泊jlJ
(スプレーガン〉

7-17 JIIJ閉鎖

ン γ 十一 1982-7-1受傷， 7-2受診， 77  

2 28・男 ~ *'f 右示指尖 リドマ γ施行 + 
(スフレーガ γ) 7-27 P1P関節離断

記長 料 1982-7-6受傷， 7-15受診， PIP 

3 32・男 r~ 左示指尖 関節以下の嬢死強く + 
(ス プレーガ γ〕 7-15 DIP関節離断

塗 料
1982-7-8受傷，7-13受診

4 23・男 左示指尖 7-14デブリドマン施行 + 
(ス プレーガ γ〉

7-19 DIP関節離断

fシ:ノトーー 1982-7-11受傷，ただちに受診，

5 25・男 $'，) 左 A、指尖 デプリドマ γ施行 + 
(スフレーガン〉 8-9 MP関節離断

れ11 /じ環JHノド11'i
1982-7-26受傷，8-5受診

6 32・5り
(ト ラクタ一対111二)

8-10デプリドマン施11 + 
ホースの似拡i 1/3 

8-24 '1'節骨中央より切断

表 2.!J;t 1刈 j)1j

Jht 困 11 本
外 | 同

(Schooによる)

42 

40 

6 

39 

スプレーガン

グリースガ y

fuel i吋ectlon

そ の 他

AUτ

ハU
n

h

u

aq

nJ-

「、=ロ 34 127 

表 3.部 位 別

H 本(%) 外国(%)

forearm o ( 0) 1 ( 0.8) 

wnst o ( 0) o ( 0) 

palm 5 (15) 27 (21) 

thumb 4 (12) 11 ( 9) 

index finge， 21 (62) 57 ('15) 

long 3 ( 9) 26 (20) 

nng 1 ( 3) 4 ( 3) 

small o ( 0) 1 ( 0.8) 

34 127 

表 4.物質別切断本

切断数/忠者数(%)

同日IJ
日本(%) 外岡(%)

物質

シンナー 6/6 (100) 4/5 (80) 

燃 料 2/7 (29) 4/6 (67) 

塗 ポト 9/18 (50) 21/36 (58) 

グリース o (0) 9/40 (23) 

17/31 (55) 38/87 (44) 

はスプレーガンが圧倒的に多く ，グリースプJンの報告は

みられなかった しかし工業技術の進歩とともに，こ

れ以後，グリースガン，その他の新種の撚械による損傷

も新たにW:JJIIすると思われる.そのほかでは，セメント

ホンプ，れIi正フレスによる損傷が H立っていた なお，

本邦での fuelinjectionは，前Iiによる!王注損傷が多く，

外I同では disclfucl i町ectJonが任倒的であった

i制改;)IJ()< 3 )では，本邦， 外国ともに示指の損傷が

!I倒的に多く，不IJき手に総械をもち，反対側の不指でノ

ズノレの 11，¥，';まりを11'1:したりする場合に受傷ーするためで、あ
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ろう したがってイi，f-I]きの多い本邦では， Yじが指の受ftJj

が多レ

物質別切断本 (J<4)については， シンナーによるHl

傷の場合，ほとんどがりJ断にいたっている. シンナーは

塗料 ・グリースなどに比べ，組織に対する化学的 ・物則

的作用も大きく，また責任色透明で，手術時その広がり J¥

合もわからず，結果的に不十分なデブリドマンに終わる

ことが多いためであろう 全体として，本邦，外悶とも

に約平数のlJi(91]で切断を余儀なくされており，I'i変不良

な外傷といえる Kallfman4，;)は， 社会復j切を '[1，める

べく ， 1:):辻引J指行を除いて予f後走の悪い lt桁行の'i'J加則U別j以切則リ引l断祈を 1

ているが' 受傷後さほどH、7聞の経過していない民例で

は，初Jm治療としては，あくまで早期除11とデブリドマ

ンによ って桁を IIJ及的にjllli存すべきであるとわれわれは

考えている 松近では，有茎植j主，血管柄付皮肝移11((

などにより次第に切断中は減少方1('1にあり， また，

Dennis6)， Schoo3) らにより .ステロイド斉IJの全身投与

によって良好なれつ~とを得ているという報告もある。

以上，木邦での下の high-presslIrei町ectionmjllry 34 

例についてまとめたが，この外傷に対する初WJ治療とし

ての早期除正，デブリドマンの必要性を痛感している.

文献

1) Rees， C.E.:].A九I.A.109: 866， 1937. 
2)江川常ーはか '~I' 11 '被災誌 10: 814， 1967 

3) M ichae， ]. et al.: J. Trallma 20: 229， 1980 
4) Kaufman， H.D.: sr. J. Surg. 55: 214， 1968. 

5) Kaufman， H.D.: ibid. 55: 340， 1968 
6) Dennis， B. el al.ーJ.Trallma 17: 206， 1977 

外 傷手の 血 管 像の 検討

Stlldy on angiogram o[ the traumatic hand 

れIT ~Í' 稔、彦横 1 1 1

土 川 義隆

百Ij)腕から手の外傷，とくに不全切断，切。11.七j;滅自IJな

どで血管損傷を介併している)，'1'例に対し， .r(n行PH.l!の要

否，損傷の部位とね度を確認するため， Hi極的に動脈造

影を行 ってきた これらの血管像を検斤jし， JγIの知l見

を得たので報tりする

症例

1974 {ド 2月から 1983年 1月までの 9::" H'd fこ104{11]の

I血管造影を行った. 男 84{11]，女 20[91]， {r 曲告は 1 6~67

成である

Key words: hand， angiogram， traumatic hand， injury 

of artcry 

水 T.Kohno， T. Yokoyama， K. Seyama: i明f臨:I~:医学研究

所附l吾北品川総合病院4整形外科 (@.140点京郎，'.1，1111正北，¥，'，)11

1-23-19; Dept. of Orthop. Surg.， Thc Kohno Clinica¥ 

Nlcdicine Rcsearch lnstitutc， Kitashinagawa Gencral 

Hospita¥， Tokyo): Y. Tsuchida 同病院形成外科;T. Koj卜

ma (助教綬) 東京慈忠会医科大学形成外科

孝 副i山 トlij士号

児島忠s;ft*

受i~原因は機械で受傷したものが 49 例，刃物で切っ

たもの 10例， 屯気銀で受傷したもの， カ‘ラス:客、で切っ

たもの各 9例， トアなどに扶んだもの 8例]， 1::1殺のn自分

で手段Ji山部を切ったもの 7仔1]，その他 12例である

血管造影の方法

手の1(\1管造影を 1!l~陥;昨で行っている報fh もあるが，よ

い血管像を得るための1(¥[竹経縮の予防，また患者の背痛

の防止のため， Uif;附を行うべきである.われわれはl腕神

経叢麻附ドに， )トJ;何で 1:J!'iil動脈を 19ゲー ジのエラスタ

ー針で穿点IJする 正予広的ìl:入法は門戸~\すれば簡単に行え

るが，初WJの症例や，経験の浅い術者が行ったf定例lには

失敗例もあり，観¥(1[(ドj穿中IJに変更したもの 5例，セノレジ

ンガ-'(1、に変児したもの 4171]である 針の車IJ入方1('lft，

'1 '椴に向か つて行う McComack ') は俄 ・ )~' iHj)j脈の j'， ':j

位分岐の倣怖が 14.27%にあると報fhしているからであ

る エラスタ-;i:1を似JL;まで車IJ人すると 7.5cm 車IJ人さ

ム i
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表 1 血管{訟の分m

a，ιlIS volaris slIpcrficialis (72 f刊〕

complCl1、arch {拘i数 J じ~~く

lypt' A 6 8.4% 

B 31 113.0% 

C 。 。%

D 。 O ~O 

E 。 O~O 
imcomplete arcl】

typc A 10 13.90o 

B 19 26.4匁

C 。 000 

D 。 。%

分野i1、能 6 8. :10; 

arClIS volaris profllndlls (73f叫)

complete arch 

lype A 41 5.1. 7% 

B 23 :~O. 70o 

仁 4 日 :loo

D 。 0% 

"'ωmplele arch 

lype 八 1 13.0% 

B 3 11.0% 

分fl[1ミ能 3 4.0% 

整形外科 1983 "1'. 11 ) J 

C & 八 のうj'fii 

34.5% 

37.0% 

:l.8% 

1. 2% 

2.0% 

3.2% 

13.4% 

3.8% 

1. 1% 

。%

34.50~ 

49.0% 

l::l.O% 
0.5% 

{1~6 ・ 尺 'iHÿ;1派の太与の
Jヒ舵

表 2.

?長 ・話帳動脈弓の催(立差
の比'1吃

凶'i'y励WF<，j、l:'l、4453.0% 深掌弓 が後{ι 22 31. 9% 

) ~ 'i'j. !l"y; I派，j，~， l 、1518.1% i民挙弓が綬(立 26 37.7% 

)，，)じ径のもの 24 28.9% 差のなし、もの 21 30.4% 

83例 69 ~) 

JL， rl-'似)i/句に11人したjL影剤は血流に押されて末村iへ

)(，)IJ、う エラスター主|にはタイガーコネ ック を接続して

J'I 励行一人総に辿*，'1し， iF;lJ 3 kgでた入 1IJd:立はiH伸展

(立， Ijiji腕川外(:1て‘固定. 造影剤lは現在は 65%のアンギ

オグラフィン 10ml(実質注入Jil)をutlTJ，.lli統似影装

i氏 /1人開始と同時に I秒に l枚の速さで 12枚縦影す

る.

(i(J!J，iとしてはI .ì~~~RlJの過敏症， j(ll怜形成， pll経損

傷，似i'I，!fUJI派出形成などがあげられているが，われわれ

の川砂1)では， )色彩1fiJの過敏症による皮h可の発珍を数例に

1. 5% ，;包めたのみである。

1. 5% 血管像の分類と検討 (表 1) 

。% 104 (11)'1'，;'/(影の可能な症例を Coleman&八nsonの分

fj( 2) に従って分~j! した 読影は動WHIIを中心に行った.

1長掌動脈ijの読影IIf能なも のは 72例l

である Completearchの lypeA は 6

(11) 8. 4%， Colemanは 34.5%と符しく

異なっている TypeBは 31例 43%と

多く. Colemanの 37%とほぼ同じ頻度

である 11:中動脈が浅'千'動脈弓の形成

に関 与している lypeC. Dおよび lype

E はずF泊二しなかった

lncomplete archの lypeA は 10例

で 13.9%. Colemanの 3.2% の約 4併

の 1i\JJ~ヰ(である Type B は 19 fJl)で 26.4

%， Colcmanの 13.4% の 2(11の発現不

である 正中JVJi脈の凶りしている lype

C， D は存在しなかった。

a. hc' )，':i'lA}J脈は1;1) b. 'I'J行のu'dl!lJJ行動脈 c. i:Hi11動脈が|析烈

f架常1!b脈弓の読影IIf能なものは 75秒il)

である Completearchの lypeA 41仔1)

54.7%. Colemanは 34.5%と芹しく見

なる Type Bは 23例 30.7%.Coleman 

は 49% である Typc C は '1例 5.3%，

Colemanは 13%と約 1/3の発吸不であ

|相iされているが， から~i1Ít して 1) 、 J 行 の した小令:切断 で 米

戊 .(~1}:1)はよい Ifll I~ 似I]J行動脈へ /(付、 う 院，伐チ~ I ;からの校

れがある 1(lllJがある がl、Hi1Ji1ill}JW民と 11知介

図 l る Type Dは 1(71)も存在しなかった
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Incomplcte archの type八 は 1例で 1.3%， Coleman 

は 1.5% で同じ位の発現〆4えである. Type B は 3fylJ， 4 

%. Co l eman は 1. 5% である TF ' ド動IV~の発現不は，

Coleman は 650日;llrj'6411119.9%，八dachi3) は 610例司1

50 WIj 8. 2%. Grayりは 452秒"1111'5 (9"111.1%. Tandler" 

は 160(111'1' 17 (111 16. 1%. Jaschtschinskiめは 200作11'1'15 

例 7.5%と報竹内ーによりまちまちである.われわれの外

似秒11では l仔Ijも存存.しなかったが，外似以外の手の l血管

15影で "{111'1' 2 砂IHこ TF 'I' {f}; IV~ がず子イE した.

腕 .)-( '1'1'動脈の太さの比較は，読彬 "f能なもの 83例l

で行う 桃骨!fjJ;W~が太いもの 44 例 53. 0%. }什千{f};JVFIの

太いもの 15例 18.1%. 同じ作のもの 24{711 28. 9% であ

る )1:上7)は同級に 46例について 31例 67%，5例 12%.

10 {Y"II 21% と比較的似た傾向を発よーしている.

1長 ・ j米動脈つの優位差の比較はï，l~者の読影可能なもの

69 伊11で判定した.判定越市:は，辺j~診の速さ，支配r.fIJ~x.

総学:nlllJ行動脈と学nlll中手illbJ脈の太さを総合的に判定し

た.法学弓の優位なもの 26例 37.7%. 派学弓の優位な

もの 22仔Ij31. 9%. 優位Rのないもの 21例 30.4%であ

る これらを挑 ・尺竹動脈の太さ，浅 ・傑動脈弓の各型

との凶Æを調べたが，イï:t.~な結決は得られなか った(表

2 ). 

続什{f};1派の法学校のI'，';j位分岐の似絡が83例9'3(1113.6 

%に存イi二した Adachiは，¥:lI、t分岐は分岐郎と )il状'IJ'*，'i
節の近(\'11而の日li縦で計訓11 しiIぺ常は 1~2 cm で. 3cm 

以 tを，'，:)位分岐としている

興味ある所凡を日した 2. 3の(，1'例をIJ'す.

症例 1.棟 ・}'-'.甘草blV師、切断されているにもかかわら

ず，乍側'\' J 悶動IV~からの血流で浅 ・ 深 {j};脈 J4の良好な血

行を1iするもので 3仔I1みられた〔図 1a). 

症例 2 機械で左手を扶み第 2・3'1'下竹l)flJjl(竹析で

第 1 総掌側t行動脈，万~ 1学 .1'fIJlI]'I'子動脈を切断.示指

へのJUl行はに|二l析の尺似1]指動脈から，中指のがt側J行動脈を

逆流して示1:1の尺側J行動脈への 1([[流がある(凶 1b) 

症例 3 プレス機械で侠み. kNj行の不全切断て;.*

院，緊2、F術をfJう 飾i'I'}，よ!，j行の 1(IIW1J円以がよいため，

I (l l ~~; .iii影を f J ったと二ろ ， I:):j 行l:Jib脈はItji~ していた

が，浅'学rUJI派りからの以が1:):jfiJfi!lV;J派とl地lj{;-しており，

l (i l管l攻j介を行わずに~I:"ぶした(閃 1 c) 

ま とめ

1 ) Coleman & Ansonの分知によりほぼ分史tl"f能で

ある.ただしそのずBJJ!.本は必ずしも一致せず，入手rTi;¥¥

解者1)と血管造影による述いなどが考えられるが，血管j己

影{象には種々の内「が1'[..(1するので今後もさらにi，H:iI)を

ifl:ねて検討したい

2) f5{ . }'-'.'l'l'!ff};J脈の太さと伐 ・深草I;J脈tjの1刷、'(;午との

|苅.lliについて検討した

3) t5~甘!ff}; 1脈浅'千'肢の 1 " :1 卜7分 ~I土が 3 WI) 3. 6%に(f-祐二し

た

4) 1m!ぬから手の外傷でl(il竹tfl()，;jを{lfJlしている症例l

に対し，血行 II}建の必f仔，拡1(i)j.'側、?とれJ立を確認するた

めに，Hi版印Jに1');脈jむh与を11うべきである.

ご校IJUl、ただいた丸も兆二教J受に深謝する.

文 献

1) McComack. L.]. ct al.: Surg. Gynccol. ObsLet. 96: 

43， 1953 
2) Coleman， S.S. et al.: ibid. 113: 409. 1961. 

3) Adachi， B.: Das ArLriensystem d刊 ]apaner，Hand 

1， Kenkyusha， K yoLo， 1928 

4) Gray， D.].: Stanl'ord :-'1. sull. 3・120，1945. 

5) Tandler， ].: AnaL. 7: 263， 1897. 
6) .JaschLschinski， S.N.: ibid. 7: 163， 1897. 

7) n上良、F 解;'~Ij乍雑ぷ 7 ・ 11 ~5 ， 19~;，. 

-lLL.L.LL 



iム且且ム 」一

1602 

上肢における外傷性動脈癌の治療経験

Surgical treatment for the traumatic aneurysm of the upper extremity 

j接 14・ 東野修治 佐 藤文禿 11寸村隆二郎

天 野 il:文 川 島信二 松六和佳子

藤沢 ilー 奥 寺良之 ガ14肝 }_!_rI=} * 

外傷性動JV~癌 ' 1 1:. として四肢ill}jlV~の分'.iJíJ性損傷を受け

た場介に形成され，大部分は偽性動脈灼である。また，

~IH内外力が作用して， ~1 として 血管中股の筋線車n または

~<f N:線維が損傷され， !fjIJj派壁の JU~ ~J~により鉱娠しn1~E動

1V~!wj を形成する場合もあるがまれとされている.最近わ

れわれは， 上肢における点性動脈摘の 1f:列J.偽性動脈腐

31911を経験したのて‘報fttする.

症例

症例 1.56歳，女

'11:のドアにt...:i:n4指の指輪をひっかけ受傷，2週間後，

Zι手モデi百lに.]"(jjfVJ性腫姶{を認めるようになった A暗 10・

gramにて，第 4・5桁への commondigital arteryに

腹痛陰影を認めた(凶 1).血管は長さ約 2.5 cm， 1~T.i 1. 5 

cmの紡錘状に拡張し，同部を摘IUした(凶 2) 末梢の

1[[l行状態良好のため， 血行 Ilj建は施行しなかった.組織

学的には，動脈壁は三層椛造をif'し，一部中膜の委縮を

辺、めよ'11生動脈焔と診断した(図 3) 術後は問題なく経

過した

症例 2.28政，女.

包 jーを左手掌;郎に刺し通し，近位にて宣IJ縫合を受け

た lOH後より ，1'iJ部の.](1動性の腫癒および圧痛を認め

た Common digital arteryにf予約 2cm のほぼ球状の

動脈的を認め摘11¥した(凶 4). 組織学的には， 血給と

一部そのaぷ質化があり ，周辺を肉芽にてとり 閥まれ，血

宇~;I:rは認めす1引金動脈前{と診断した.

症例 3.43政，男.

カラスにて訂作i関節尺{J!lJを切り創l縫合を受けたが，がJ

Key words: upper extremity， traulua， aneurysm 

本 S.Toh， S. Tohno (教授)，F. Satoh， R. Nakamura:弘前

大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Faculty of Medi-

cine， Hirosaki University， Hirosaki); M. Amano (部長〕

青森労災病院整形外科 S.Kawashima (部長)， W. Matsu-

kura:黒岩市立病院整形外科;Y. Fujisawa(部長)， Y. Oku・

dera， ]¥ 1. Shiono:大館市立病院教形外科.

図 1.Angiogram 

図 2.
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図 3.~助)派峨の三用情造(イ1側)， ~i~5 ' I' n良の 安

紛 (J，:iJllJ)

10 11後，J(I動性のJJ判長を必めた.手術にて， ulnar arlery 

の偽性動JV~Jl討を認め摘出した Jfilh 両illは施行しなか丹

たが，術後とくに川j国なく経過した.

症例 4. 46成， Yj
解離i'I:大 fOJlV~痛の珍断のため， ;(i上)腕

動脈より Seldinger針にて l血管綴影を行

った後に同f部に偽性fUJ脈拍{が発生し， さ

らにTE'I'神経f.fi域の知l覚異常と筋)Jf氏下

を認めた.動脈焔11荷11:後 patchgraflを

行い同11抑こ下11r，民主IJ離体Iを施行，症状の改

i"';'をみている.

考察

1.肢における外傷1t!liJJ脈焔は動脈焔と

してよりは損傷として総合されることが

多いためか，その報竹例は少ない

ブj， 手における外傷性動脈勉は 17721，r:

Guallaniの小指球部の立性動脈癒が此

初の報告であり ，19331，ドには Middlelon

が文献 卜の 70例の下等;却動脈1fi'1をまと

め， 56仔11が的n， 14例が真1生であ った

図 4.

ドl験[州1

lQ) .+: JII似l

と幸Hftしている') Smilh2)は 1962i:f.に

それ以liijの徹子T例 35例をまとめ械行し

た その杭WIIを合めそれ以後われわれが

集めることのできたf，f!.{';例は， V¥ 1'1 !li}J}VR 

a. 61 cases in the literalurc b. 21 cas白 川 lheliteralure 

ancl our case. Trallmatic lrlle and our case. Trallmatic false 

ancurysma anclIrysma 

的 21秒11， ~WI JOJJVfç j{~i 61仰lであった3パ) 木ijSでは，平11

，i::j')， )1ート6)， 1'1石町鈴木8)の 4fylJの偽性ifOJ脈mL)勝

~~9 ) の ~' l l'~:動脈JlW 1 WIIの;;1'5仔11にすぎない〔凶日〉

j'!;V七 fUJ W~仰が，打撲などの鈍的外))，ハンマー使用に

よる長JQJ川のストレスなどが原岡となり， ゾ7小指球部

・1技術球部における 1I1nararleryおよび raclialarlery 

の Sllperflcialpalmar branch が角111¥1)学的にも っとも外

図 5.

力にijLjく， Ji打 '~(の縦(11 のごとくそのほとんどが小指球

fftl・f;}j行球部に発ノ|しているのもうなずける. Proper 

digital arteryの 1WI) は 19821，f-LaymanlO)によって報

flされ， 2イドliijの DIPJの crushi吋ury後に5e/1 した

d叩 talarleryとしては最初Jの縦作例である.今1"1のわ

れわれの川 {Clllは，折愉を必く牽づ|されたために， com-

mon cligilal a rl ery が-.'ff1制似され~I . じたものでありき
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わめてまれなものと考える

それに対して偽性動脈癌は，カラス，ナイフなど穿:.r自

1'IJJHむを'1;.けた場合に形成されるためか， とくにM:~1j学

的にU{1U:刊行立というものはないと考えられる。 Smithの

ドltfV以後の rlJ. ~'i 例は 2 1 仔11. 本邦て、はわれわれの j，j'f71Jを

(77め 5WIJのみで，手の損似の頻度:に比べれば動脈灼発ノ|

の狐肢はj湾くほど少ないといえる

k:t人としては， J(I動性肺桁形成が主であるが， Guyon 

~~に1ð '1ーした 1VJ脈焔による尺竹(，/，粍腕;j~i や， Raynaud 

k状を日したものが報告されてレる.われわれのJ，'[17IJ"

も IF' /' 神経の JJ~迫例であり，ネ1/'紙と街Jqーして走行する部

位での1VJ脈焔の存ず1:にはn立が必安である

治療は千においては側，，¥IJ血行 が即日なため，末柏、の Ifl日

行ィ、全を起すことはまれで摘出で|ー分とされるが，微小

Jfll~:;外科の発注した現在，摘 IH後の Ifllfil'HJ: 'tそれほど

州知ではなく，必要であれば行うべきと考えている.

以上比較f内まれとされる上肢の真性動脈絢 1例，仮性

動JVfcj'出3WIJを来日介し，とくに手における動脈痛について

文献がJi5't，~を加え報fつした

文献

1) Solcr， J.M. et al.: J.A.C.E.P. 8: 232， 1979. 

2) Smilh， J.W.: Am. J. Surg. 104: 7， 1962 
3) Kleinert， H.E. et al.: Arch. Surg. 106・554，1973. 

4) Grecn， I).P.: J. Bone Joint Surg. 55-A: 7， 1962. 

5) 不11的~~Tfì :災1?医学 10: 168， 1967. 
6) )1'上問ほか 整形外科 22:924， 1971. 

7) 1'1行旧民ほか関東撃災誌 2:65， 1971. 

R) Suzuki， K. et al.: J. Hand Surg. 5: 402， 1980. 

9)勝見政究ほか 点北整災誌 17:58， 1974. 
10) J.ayman， C.D. et al.: J. Hand Surg. 7・617，1982. 

パンチによ る手指骨折の検討

Hand fracture resulting from violent force of punching 

能 1/問之助 江川雅 /1{1 友似洋三

お ///貞 宜 六日|幸夫ホ

下指の'ri析の中でn己のパンチによるものは叉・傷原|刈 る 受・傷j京 I)~は示クシングの試合および*Ili~~，'で受傷した

が特殊であり， .十・クシング，空T-，けんかなどのさいに 10仔IJ10 )11， けんかによるもの 10例 10指，ゲームセン

しばしばみられるが，その縦告は少ない:受傷機転は タ のパンチブJ証[IJ定探によるもの 6例 6指， ZE手による

knucklc のH曜により中 f'rJのkjq! 1プ;"I( 'J へ ~l)主外カが加l もの 4WI/4 )行， その他 8仰J9指である。 '，).折部位はM

わり'，'1折する例が多く，とくに，/， f-'¥'1'5Zii ，'(1)の'，'1折は小指 折'/'Hl5)行(うち Bennett甘折 4m)，示J行中手竹 3

に多くボタンングの練Tri，ぷ介のさいに'/じやすい，J.'，(よ J行， ，/，)行'/'1"¥，¥2m， f~H行中手'汁 3m ， 小指r/"手'ii'24 

り boxel・S '¥，¥-I1r， lighter's骨折と呼ばれている.今1"1わ mであり，ほかに)il状i'j- 'I~t折が 2 手にみられた(表 1 ) 

れわれは :~8 f刈のノ、ンチによる'，'1'折を治療する機会を得 手術iWIJは 18(11118 mで， このうち acrylic resinによる

たので報刊する. 創外I ，I;I~ を ム1 f:日IHI1にfjった

症 伊4

J，if:タIJは過去， 、円院およひ|主1)虫病院を受珍した 3819"IJ 39 

付折で，うで例ソJi'/:て‘年齢は 13~35 l'兵，平均 21.7ぷであ

Key W"ords: hand， metacarpal fra<.:lure， punching 

，. J. Ryu(，講師)， 1¥1. Egawa， Y. Tomoyasu(，;，WfrrU)， S. Tori-

yama (数段):日本大学整形外科 (Dcpt.of Orthop. Surg.， 

School of I¥lcdicine， Nihon UniversilY， Tokyo); Y. Yoshi-

da (，;削Ij): I，il大学第三外科.

車吉 果

作11 折を受(お~í(/ぺ 111)に検討した.

1.ボクシンゲ

今問先μ|した 10例はいずれもフロボクシングの選手

で， 1;武{i'!'および練内，/，に，いずれも相手の頭部，顔而

をjf'U許したあとに'，'¥-!Jiを生じている 受傷了ーは;{i7手，

1，:31'で全WI)利きチにみられた 受傷部fv:は付m'/:I手竹

4指 〔うち Bcnnett'¥'1 lJr 3 1行)，示J行中子什 3m， '/"1旨中
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手'l'l"1 折，小指'1'1'，'l"2指にみられた平均年齢は 23成 表 1. パンチによる骨折症例

で， /i}'i'J'折例が多く 4例に再刊折をみており 41"1の再'円

折をと|二じた{YIJもみられた. 手{!j，バタIJは 7例 7:li'iで Kirsch-

ner $1，司線による [)~I山 I AC 6 {YI]， ミニプレートu.tJlIによる例

1例で 而仔IJに'，'}移11((をfJっている

幽Iはライト級のm役j握手で 10I段'1'9KO勝ちして

いる選手の]三X線像で，ぷm中子'，'jに 2!l!の [IH'J折を生

じ来院した(凶 1a). ミニプレートをj恥、て竹拶fif(を

併用し手術を千Jったが， 1m麦6ヵ月紋刊にて柱11三のliJii市

を強く打ったところ再度1'H'i折を'1じ， JJ!.{正試fì l+~場 1/1

nJに難渋している(似11b) 

2.けんか

けんかによる手指竹折は 10例 10折にみられ年齢は

13~28 歳， 平均 19歳て.lt'I!j'(I''.i若年者に多い傾向がみら

れた.病歴l抱取のさいに}:fの}J;¥1刈をかくす傾向にあるた

め実際にはもっと多い受傷原1)，:1と思われる 什折部位は

広H行中手什 2折，小指中子'，'J'8mと小指'1'チ'，'1・に多く ，

手術例は 4例 4指であった，

3.空手

空手による骨折はぷ子による スホーツ

にしては少なく，これは打撃の)Jμ、がボ

クシングと'Rなるためと考えられる 4

例4j行に什折を認め，年齢は平均 21成，

骨折部位は rHI1C M以l節l悦日刊折 1{JIJ 

と小指'1'乎'，'j-'ii"折 3:t行であり， 1例に子

術を行った

5.その他

その他の受傷原岡として， ボクシング

のまねをして受傷した 3例 3指，内出向Iし

て壁，'II!: ~、 1 をなくやり受似した{ÝIJ 4 WIJ 5 

4行， サッカーでのボーノレのパンチにて受

似したfJIJ1指である. '，'l":J1r irM丘は舟状汁

1手， Benncll '，'J・折 1指， 広H行中手村 l

ti'i，小指'1'手什 6j行である 子術は 4{JIJ 

4 j行に行 った.

手 術法

症 例

38例 39指

全例男性

年齢 13~35成(平均21. 7歳〉

原因 ボクゾング 10例10指
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図 1. プロボクサーのノj、 :1:守 ' 1' 1三'， ' 1" ， ' 1 幹 m~の丙骨折(9iJC a ) 竹移lii'(を

併用しミニ プレートで悶定した(b). 

転{立のないもの，徒子整復 1げ(iEなもの

は約 4~ 5 ìhJl l : \] のギソス国定を'rJった. 手術は 18例 18

指に行 った 手術のjsj応は骨折の転位の大なる']'j・折，ま

た/iγ，'J'折後偽関節!となった例て、ある.子術部位は1:J::li'i中

手'首 1 例 Bennett 竹折 3 {:州Ú ，方、J行 ' 1 ']三 'I~l・ 2 仰j， r~' :t行中

手骨 l仔1]， Wt旨中手竹 2仔1]，小J行中子 ，'1・9例でこのうち

中手付額部は 7例であ った 手術il、は Kirschnc[銅線

による1，';1定 12例， acrylic resinによる例外固定 4(91j，ミ

ニフレートによる1;1;1il' 2 WIJである 小折小手竹狽irH'¥'J'1ii

に対し，lli近では Prisch ら1)の acrylicresinをj日いて

総皮的に中似，末梢'丹折に車IJ人した 2本の Kirschner$Iì~ 

線を整復位に川1じする方法をfJっている.この方法では

がJ5週間，手mの迎!fj)Jは1'1111とし 5週間後 Kirschnc[銅

線を抜去する (l'><l2) 
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a. b. 

全，外転力の低下などの小手筋機能不全:

を生じることを報ftiしている.われわれ

も400 以 卜の屈曲変形を残した例に P1P

l具.JilijのftJ1展不全，M P  快Jiliiの屈Illl[制限を

生 じており ，40ν以|の!国曲変形は整復

体Iの適応と考える j泣近，Pritschらけの

ブm、に準じた acrylicr四 n を用いた告IJ

外|山|定法を中千'I'i'鋭部付折にJiJl、よい成

htを得ており ，flii似lでよいブJil、とit，tわれ

る Acrylic resinをml、た"'H']骨折に

対するかIJ外出'JE訟は， 1972 iドに三谷らり

により報告されているが凡山されてよい

)JiLである.

図 2.';.主主l的な小指中手fiぢ{日:il'，'l'折(a). Kirschner鋼線，acrylic 

reSlllをmいて創外固定を行った(b). 

，'ilJ.Iらによオui')ボタンングによる，'，

.F'j，].甘折はホクシング外!1;j中もっとも多

い外傷で付折の原llSIはパンチブJが強い

JtHt， j rつ/部位が正確な knuckleに当

らない場介，頭部，TfJiげliなど硬い部を打

治 療成 績

がクシング!，'I(:削110WIIはI'H]折秒l]i;、多く '1(71]1こ必めて

おり， 10例中 5例が選手ーを断念しており鮎米はよくな

い. その他の!，'I仔1128f71]についてのt.'rililiは機能附宍なく

1'1覚的にも他党的にも異常のないものを催とし，笈、Jfjや

機能障害をも って治癒し 1 1 '市ノJ:.ì吊にX~I';~: のあるものを小

"Jと し， 5段階についてみると優 5，良 15，可 6， 小 川

2で 20例 (71%)に満足すべき結果を待ている. ""J 

骨頚部骨折で務復が不卜分な例に IP 関節の fl~展制限と

MP 関節のJ: I: 山 ~'~I限を ' 1 じる例があった . Acrylic rcsin 

倉11外周定例は優 2i71J，以 2(1IJであ った

考 察

パンチによる H引']'jJi川If立は小J行，" f'，'] に多く日9j行

中 24指 (61.5%)にみられた ，'， f'，']の泊I(立1)11でH;ifi.'iil

O， E良川113，'1'1幹i';j;7， ;J，~l広 iril .1 で，f，り リ"f'j口白1ir虹以i良!i泌;1出:11に

多かつた，，ぺl'r ' I 'j- ~{釘刈，'j治iU;jI日出↑刊lけ川' 1 '什"

は l日33 伊例lの 4本予~'I'l 担折;を治;彼皮しし ，mpac t された slable な

骨折が多く 40。までの刷出111.'1[} Lt .i'f作さ1l， 10 11間の

やlinting，早期連動車!lit礼 LI'i;¥"i:_i円への復川を州策して

いる. 木住野らめは 20例の"'f.'什骨折の子後を調査

し，小指の ~tiiffl'l'l 折では握力の (JÇ;ド， PIP，対的のftJ1JJk司、

ったさいにみられる.プロ，十、クシングでのパンチのcl!I鍛

は 120kg以 上にも泌するためT'H]析も多く ，選手生命

に関係するため初1"1'1'1折のさし、|分な ~\~l反と竹癒合の完

成をみるまでハンチの仙川を祭ずる必~がある .

ゲーム七ンターの"ンチ力測定以による手JHの外{らは

，口、外に多く， i¥li(Jiiij型車}Jを行わず突然前身の力で機械を打

つためしばしば H行の外傷を生じるため注立の喚起が必

裂である

結 壬五
回日

パンチによる ni'i'i']折 38秒11:，9 j行について検刈した

パンザーによる H行'，']'JJ'iは小桁"'H'l'~良部に多くみられ

た がク γ ングによる手指骨折はl川行 ・t:j'j行中手骨に多

く， またIIH]'jJ'iWIJが多く t試介11¥場行 "Jの'j'lJiLに難渋し

た ゲームセンターのバンチ力測定加は子mの思わぬ外

似合住じやすく 11，むの喚起が必J2である

文献
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手指基節骨のいわゆる rotationalsupracondylar fracture 

の治療経験

Treatmcnt O[ so called “rotational supracondylar fractures" 

o[ the proximal phalanges o[ the hand 

麻生 JII一 真角昭吾 鳥 巣 岳 彦

片 岡 栄 司 近 !蜂 稔プ

1607 

J旨節骨頭部'I'j折において，横走または斜主Eする骨折と たもの，あるいは保存的に治療し不成功に終わったも

ともに末i十~~!IHL:iJiが背側へ1"11ikする， ¥，、わゆる rota- のなどであった.治療は，新鮮例においても徒手3往復が

tional supracondylar fractureは，主に小児にみられる 不能で，結局すべて観血的に骨接合術や矯正骨切り術を

比較的まれな什折である.われわれは最近 2年間に 4例 施行した(表 1). 

の本"干折に遭遇したので，その治療経験を報告し，名称 手術法

について考察する. 指背側波状皮切にてはいり，指m腿朕および背側凶節

症例の概要 包を縦切し，骨折部に到迷する骨引を愛護的に扱いつ

小児 3例，)1)(人 l仰lで， ¥， 、ずJlもソj了である.1"1旋度 つ，骨片を整復し，Kirschner 銅線 2 ~ 4 木にて， うどズ:

は 65 0 から 95 ' ，、ド J~) 82 " で，すべて騎乗転位しており ' I~・固定を行う すでに変形総合している隙旧例では， 'f'J" 

表 1.症例の概要

1~;j IIIi X 線像 受傷から
症例l 経，山、:tti 手術まで

観察期間 ROM 1*頭変形 |
VHi 〆:，~κシ

t'l: | 回旋~k;Ú/: 1騎乗転位 の期間

9 ヰi + - 19~70 I 
1 65。 3 '/2週 1年 6ヵ月 指回旋変形

リj 万、 J旨 不完全 (51) 

6 1'i 十 - 33~66 関節授動術追加
2 840 

8週 11ヵ月 十
指尺屈変形J)j 中指 完 全 (33) 

32 左 + -60~82 十十 関節授動術追加
3 95

0 
5ヵ月 10ヵ月 OA 指回旋変形男 環 指 完全 (22) 

13 右 + 4~104 
4 85。 即日手術 10ヵ月

男 中指 完全 (108) 

しかも完全騎乗裂が 3例で多かった.新鮮例は 1例のみ 切 りを行い，可及的に解剖学的位置に務復せしめたの

で，他は 3'/2週から 5ヵ月の|涼旧例であった.陳旧化の ち，同様に交差骨固定を行う. さらに capsulotomyお

原因は，初診時li'lなる捻挫としてX線撮影を行わなかっ よび伸筋腿，屈筋艇の長IJ離術を追加し，十分な運動性が

Key words: fraclure， proximal phalangeal neck， treat-
ment 

ネ K.Aso (講師)，S. Masumi (教綬)， T. Torisu (助教授)，

E. Nagaoka:大分医科大学整形外科 (Dept.of Orthop. 

Surg.， Medical College of Oita， Oita); M. Kondo (院

長):近藤整形外科医院.

得られたことを確認して手術を終わる. 術後運動訓練

は，新鮮例なら 3週後より，際旧例なら修痛，腫!俣の軽

減する 4 ~5 日後より開始する

術後成 績

術後観察期間は， 10ヵ月から 1年 6ヵ月， 平均 12ヵ

月である.新鮮例 1OUは，まったく正常な可動域を獲得
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し， 11 常生活 | なんらの防 'I I~ も E認めない しかし一方'Ili-球のボーノレが当たり，右1十，)旨を受(t:j.'IHJ1は1'f1JlIIへ

sJUII 1例におレては関節授!日J体Iを追加!したにもかかわら 85' bi.転し，完全に騎采していた cl文11) 交傷当 "， '1)・

ず， 11.片付日化のれ'IJrに応じて， それぞれに)1i!fO);I JI] I~艮を生じ 接合体Iを'rJい， 術後 10ヵ月の現伝， 'll1nff.fTは完成し

ていたすなわち陳旧化するほと，J)<:h'Ut劣ってくる傾向 災:Jf;もなく ，{ljIM50

， Jn¥曲 1050

とiI市IIJ動械を獲得し

にあるといえよう.同時に'1';'yj(:JtJfJやIXliii'i!，i件変化もノ| てレる CI刈2) 

じやすく，また1fi1口l旋変形や側応変形の{Tf)fも多かった 症例 3.32 tr'j_， リ) 1員.

C}< 1). ワイヤーと鉄般のあいだにはさまれ，LCfJ;:i1fiを受似.

症 例 4 ヵ JJI去に米航。 1iJ 'IL~ _100
， 1:1¥ 1111 20。と11!IMF，.'紛が強

新鮮伊IJと以I¥!U旧伊Ijを代k!，d?"IJとして供覧する く守X線七TJ行はイリ本に強L、'I'J・4定紛をぷし)，UlIi'IυHは

症例 4. 13政，男 95"-，"f1J!11に1"1伝し 完全に騎采した{立i位で総介していた

図 1.!，i仰J4 受(yj"X線像

図 2 抗f91J4 術後x*JiH象

(凶:;).受傷後 5ヵ月にて焔IE'llVJりと

capsulotomy，仲筋艇長IJ離を行うも卜分

な照Iltlが得られず， 2ヵ)J後にさらに|刻

ilij授動術を追加lした.体I後Gヵ月のm
イ1:，1中展 -60

0

， 屈曲 90 ' と強い運動;I~J

|伎を残し，また著明な什yJi i!.' ff; ， 以ll í1↑jj ，l~

変化をti{米している clχ14)

考察

1972 :11'. Dixson ft，小児の指がドアに

はさまれ， J旨節~P-J の ~~U~Iに必断ブJ1H動

き， I院の停止部をもたない"'J'以が'l"fiJllJへ

約 90
0 1 " 1転し，緊仮した|刻節包や~!I];，\II 籾

，l!?で cnlrap される'，'j'.jfrを rOlalional

supracondylar fraclure としてÿ:~~li- し t.::. ー

その後山川ら(1977)もl'iJ様の名刷、を}Ijl、

144(11している 竿れも彼らに門い，いわ
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ゆる rOlalionalslIpracondylar fractllγc 

と-kわしたものの， 1守報f作者によりいろ

いろな11予び)j'がなされており ，木村析の

ぞ;fホに凶しては川組を含んでいるといえ

よう すなわち， Bloem (1971)， 1体111

(1976)らは， 'i!'.:iJi卜"'J折として報竹し

ており ，_')j Leonard (1970， 1976)， 

Barlon (1979)， ~' :jV{ (1975)らは， j行

刊!j(Jit;fS'i'l' Jrrとして， さらに伊j態(1980)，

平沢 (1981)らは， t行"J遠イ立tItiT折 (IV

型)として十刊行している.指urj'j'j'遠位tm

は角(f-r~.リ学的には~部とは11:1'-ばず ， 骨jífi と

"1ぶのが←r~ j凶であり ， !wj 1:骨折 というよ

り竹取了卜'，';折， もしくは鎖部1l':lJiと11手ぶ

ほうが'11:当と考える.また一般に， 'I'j折

の転位の分類からすれば， rolauonとは

長~qlJ力 1 ('1 に対し Irr航する転位を立I!，jえする

ものであり，本'，';'折のHヂび方としては不

適当であると巧える 本'il折は関節.i1!動

物hに対しては確かにfT側へ川転している

ものの.'，';折の転i¥{状況から分類すれ

ば I q5.に-，"f1J!ljへJ:r:1111転位を起したにすぎ

ず， -i 'f ~llj Ju: ill l ' i'l 折と H千ぶべきものと-i5え

る 筆者は ・応， J同il竹頚部背側屈JlII'i'j・

折， もしくは折節1'J"口頭下竹折C1'fnuJl:l:
山1IDと11子ひたい.

4:'i'j折の F後は，叉(らから F術 ま で

のWj川にキ11以lすることは明1'1であり，

Lconardの“Thc carlicr thc slIrgery 

lhe bctt口 thccnd rc日dts" の Li w2に封、

約されよう '1' J9j日生附， '1' Jtlj治的にぷきるが， そのため

には受似機転をよくllIil 、て 本 '11 析を疑レ， X線jMt!~ をな

らずt二11う4ことが必rltであり ，また Ii~しい Im l(ri (~をとっ

て本'i')JJiをよ4逃がさないことが111安である %!i!!!iWiJfこ

は， 一此:I，Lf1性{反をぷみ， もL';'年1¥.lが伴られれば， K:'fl文

的tこKirschnCI銅線がl人により&';]'，ょする Jul、もよいと思

われるが， 1成功WIIはきわめて少ない 観J(IL(ドJ幣復を11う

にしても，;j'fr鮮H与の操作はたいへん作劾であり ，術後の

Ji1lrrIJsdUf;や竹頭公形の発'1の危険も少ない. -1' _'(: I二し

て|波111化したj，j"例にあIしては， mini-condylc plalCへb

scrcwなどにより強|山!な内|山1;どをはかり， 1 ，;]lI.~ 1こ cap日 1-

IOlomy， )即刻雌などの適切な秋都組織の処1['1':を行って，

II[ .&(均年WjにJi.EfJIJiJIIfJ!iを始めることが必要であろう.

図 3.症例 3.受傷後 4ヵ月，体I市iX線{象

図 4.!Xiylj 3 術後 6ヵJjX線{象

... 土
中口

号五
回口

1 ) 1七}般的 まれな法N'j'，'lのし、わゆる rOlationalslIpra-

condylar rra仁川町 の .1WIIについて治出粁験を述べた

2) ffJ!(:'1Uザ(i'J.f，科、I 'I'J折のも、(¥，状況から与え， Ai'i'j折

をJi1ílíì'iH.íi ;'íj ; -!"f (lllj): Li llli'i 'l' J1i と H千ぶ乙とを ~1~ lIl 11する

3) ~例に制 I fl L牧似 Kirschnc l 銚線うと /:'~';I í.i:' を行 っ

たが， 1味IIJ化するほと.'I"<:Wが劣った

4)臥IIJ例の，]1(:11'[1('11ーのためには，的Ii.i:'材料を !大し

て強1;[;]な'，';'接合を求める必要がある
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|対節脱[1骨折の病態と治療PIP 

Management of thc fracture-dislocation of the proximal interphalangeal joints 

丘小 倉

仁$

清 liZt
J 牟 .，ノ

11-1) 1'i 

治 問

古田不11久

小比賀 JfG 赤 堀

池 LLI I径 1~'

表 1.

川削指 | 原 因

17 左環指 サッカーボールて・突き指

21 右環指 |指をねじられる

28 右環指 |ソフト ボーノレで突き指

23 I必環指|指先をけられる

28 左環指|ソフトポーんで突き指

22 右示指|ソフトボールで突き指

22 1;右示指|ソフトボールで3ぞき指

針 右環指|ソフトポールで突き指

17 左中指|転倒して指先を打伐

性

男

女

児

山

川

見

山

川

内

山

初

1

2

3

4

5

6

7

8

9

註

一

íi性に J n l~: な IJlílí'i lúì損傷の状態やその発生機転について

，i'(創11にl¥c'll武した総代は少ない.そこで手術にさい しわれ

われは， 1長J í'i↑J 凶l を卜分に観察し解背Ij学的な~を復位を獲得

する ιとを 11的に， P1P関節を'-1
'
心に学;側斗状j;l1聞を用

い， 出川らと IliJ係に浅指J:I!筋鍵の停止部を!;IJ離して volar

platcを以:Uした.われ われの全症例において，volar 

plateの什ぷした小節'，']掌側骨j干の末梢端はl欽部組織の

連続i'lを訂 しており， ，n 折面はほぼ中節'I~'長車Ihに沿って

いた このことは本竹折が単に 1'11'関節のj町中展，す

なわち volarplateの過緊張による是IJ離骨折でないこと

をがしている.連続した掌側竹片末梢端軟部組織を切離

して'i'J"f十を'1'相側に翻転すると関節而を直視 Fにするこ

とができる. 今IDJの全症例に Wilsonのいう central

fragment，または木野らの報告した陥没fi'J十を認め 9

伊11<1'14例の;JJ;節'1'}"，'1・lIJI関節軟骨面にも明らかな損傷を認

めた(凶 1) したがって， この骨折は Hohl のいう J~

'I'j'版部における splitdepression骨折に類似するもので

P1 1' 以.jílîi)悦r:.li'i折，こと に1' 'f ~!lj)~~ 臼'，'1 折は日常しばし

ばみられる外似であるが，その州態が |分に理解されず

に治泌が行われ子指の機能障;!?を妓すことが少なくな

い われわれは整復位五IIHの|羽航な 1'1 1' 関節 '1' 'f ~IIJJ悦臼

'll折を 9例制1[1[(ドJに治療し，いささかの知見を得たので

その州態と庁i械を中心に保(11する

症例

9 !，(例のイドjl(，~は}<lに小したとおり 17 以から 34 以

で立fJ;jl灸も j主WJにわたり r'I';jJ_QなごfJ行の機能を必jgとf

る人たちであった 交{佐原内は症仔IJ2を除きソフトボー

ノレなどによるいわゆる突き桁であり，これらの外傷には

指先;;jlよりの拘hハーが加わっていた乙とが谷必に想像さ

れ，本)jl~ r 卜\'J 折の51J，_;機転 tこ対する Iよaton ， ¥¥'ilsonら

の>UYfと .j交して L、た.

:A .a ，'" ，五疋
f~'{{I'ドJ汗ìjJ，~としては Robcrtson の:. );1(，)糸引， Mc-

Elfi'cshの extcnsion block splinlなどが一般にfjわれ

てし、る. しカ通し，Eaton， ]¥.IcElrrcsh泊、，lc，1ましているよ

うに 'I' ílí'i'i ' l 基 ìij) "?fJ!lj骨 Ji の関節ï(lì ~ r'=i める'， I ; llfìがJ I '，i(， に

大き iなij，~{j-には， l，l子幣{反を1Jったとしても4往復("維持

が|材難で ¥Vilson らの折i奨する制Ull的核復術による関

節ffriのJlf主主が必要となる しかしこのように幣復位安

Key words: fraclurc-dislocatIon， proxilllal inlcrphalan-

gcal joint， n1echanism 

* K. Obika， O. Akahori， Y. J-Iara， T. Ogura， T. Ikcda， 

K. Yosida 岡山済生会総合病院幣形外科(¥I!b70011(;)山市伊稿

111]' 17-18; Dcpt. of Orthop. Surg・， Okayama Saiseikai 

Gcneral Hospital， Okayama); H. Takasugi: 岡山大学整

形外科
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表 2.

1受似か 中節骨関
削 l…p I 結 * 症例IJ Iら F術 I~↑)11'11 "1;.:占 I 手術 )j法

までの める'骨片
jU1 11i] llIP関節l 終 iiri I P川 節 1llt~削の ADL 附JUl川 の;則合

動運動域 deviation 残rr:

311 I 50% 

2 3n 30% 

3 10迎 50% 

4 6r1 80% 

5 10迎 50% 

6 3週 40% 

7 3 FI 40% 

8 6日 30% 

9 1011 40% 

陥没した
Centraょf"'<'l1lent

軟部組織の連続性

整復 ・'r'r移植
7ヵ刀 5~100 0 1 (ー〕 (ー〕

ワイヤー luJ定

f往復
リイヤー!局定

8ヵn 5~950 (一) (ー〕

f告復 ・'，'}'移他 1年 4 月 I5~900 I ときど d 尺仰lに10>
ワイヤー問定 カ(+) (+) 

強復 ・'1千移植
1年 6ヵ月 I20~90 ' Iと(き+ど〉き I (ー〉ワイヤー 凶定

整復 ・'汗移他
Hf.4ヵ月 30~60 ' I 

ワイヤー凶定

整ワ 復イヤ ー I ，';I~ I 1 ~nOヵ月 0~85 0 I 

雌叩.~ i 1 ~ 2 ;iJ J'I I過{申展 |
ワイヤ 一臣1ili 1年 2ヵ月 5~100 。

整復 r 過イ申展
ワ イヤ一匹I~ I 1 ~I. ll ヵ月 5~100。

務復 ・骨移組 1年 0~85 0 I 
リイヤ一回定 | 

関節軟骨f員傷

Volar plateの付着した
掌個'1骨片

図 1.

(一〉
);;_仰lに15。

(一〉
桃側に10

0

(+) 

(ー〉 (ー〉

(ー〉 (ー〕

(ー〕 (ー〕

海綿骨移値

図 2.
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あり，陥没した cenlralfagmcntをのする PIP関節背

側!日~r 卜i干析は長軌方I(付‘らの 11 迫力により発うするもの

と考えられた

終復I-"JI，I;I:ぇL'は cenlralfragment を11区深く起して|主l

iliWIiを整介させ，この際作により生じた骨欠tlliifiに kiel

bone による海綿骨彬他を行ったのち split された千:iJIIJ

'I'l'Jiをワイヤーで1;1，1定した C[文12) この後， 軟部組織

を修復すれば正常に近い PIP関節の解乱学的関係を Pf

伎できるとともに transarticularKirschner銅線を追

加することなく安定した牧復位を獲得することができ

た。術後は 2ないし 3週間の外固定ののち， I~I 動運動を

IJIJ始し関節拘紛のあ:i< lll' (J1jには dynamic splintを使用

しt.:_.

前述の争M式をJ:.休として治療したわれわれの 9!，i'例

C 3例は cenlralfi'agmentを起したあとの'!l欠損が軽徴

て、什移ft((は行っていなL、〕の T後は表 2のとおりで，症

例113，;;を除き良好である。日(7113，5は受傷後 10週を

経過していたものであり，このような隙111例に対しては

矢部らのJ旨陥する被保化した 1'11'関節包の奴除， また

は牽，)1治療の.ili加!なとにより術後の|主Jili'i1/、JIこtのffMをは

かり凶節凶の Pf陥没を FIりJしなければならないと考えて

いる

まとめ

1 )陥没した centralfragmentを有する PIP関節背

M脱臼骨折は， ti1:L.Hlh方向の軌圧により発生.し， Hohl 

の報告した)陛II''1ll'Urilの split depression型骨折に類似す

る.

2) I刻節i面に広範な損傷を有する本脱白骨折の安定し

た整復位の獲得には，観自的整復術および骨欠損部に対

する ~t守移~((による l主l節面の解剖学的再建が重要である.

3 )上記観点より 9例の PIP 関節背側脱臼骨折を観

血的に治療し，新鮮例に関しては満足すべき成紋を得

た

文献
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PIP I刻節背側脱ド|骨折の治療

Treatment of PIP joint fracture-dislocation 

須川州 保!Jあ 11:之 武 [LJ修ーホ

1'11' IYJ臼iJl1inI'I'J 1Jrは l'I P tyJiYriが軽l見):1111111立にある

ときに指の長'I!III} jl('jに強))な衝幣))/J:}JIIわって，いわゆ

る突き指として発生する.私たちのj，i例でも，治験(911の

約 30% にfi!Hiiを(下っており， その他のj，i例lもよく観察

すると DIP I立JiiiJの1'fIJll)fこ皮ー卜/1¥I(rlやLI:!r'riを認めること

が多い この!日nl'~J 折は，整役は符坊であるが 1'111兄円し

やすく，いわゆる不安定型をとることが多い. 一方)位

Key words: Kirschncr wirc cXlension block， stahlc typc， 
unstable typc 

元1.Sugawa (医長)，M. i¥Ioriwaki， S. Takeda 聖隷浜松州

院整形外科 (@;430浜松市住占 2-12-12;Dept. of Orthop. 

Surg.， S引 rei Hamamatsu Ceneral Hospital， Hamama-

stu) 

イql展により1''i'IJlIJJBl日が起るが，突きmと過伸展との中間

的外))が加わると， 'I'I)↑j骨基却の小'円}十を伴って脱臼

し，いわゆる hyperextension sprain 什actureりまたは

安定型脱臼 ' 1 'l' ~Jí となる.

在、たちの治療方針は，安定型に対しては，新鮮例なら

ば加 111 1 位で{，\IJ 子凶定を 2~3 週間行い，陳旧例ならば，

受1M後 2~3 ヵ月を過ぎた症例に対 しても指神経ブロッ

クの ドに一応徒手整復を行う.不成功に終わった症例で

不良)j主位拘紛を呈するものにのみ関節授動術を行う .不

安定型に対しては， 新鮮時には後述する Kirschner銅

線il/1展プロック法を行う 4~5 週間経過した陳旧例で

は，一応徒手整復を行うが，整復できない場合には掌~IIJ

板前進術2，めなどを行い Kirschner鋼線伸展ブロック



PIP関節背側脱臼骨折の治療

表 1 不安定型 ・新鮮仰l

1613 

症例 !年齢 JW [1¥1* 1)J，Ii1ii "r励l成料〔追跡期間)

0/110 (4 {I二 5ヵ月)I名目 指

ー 15/60( 4 1f) I vrr f¥'1 

5/90 ( 2 "y. 2ヵ月〕

0/90 (2年6ヵ月〕

0/95 (2年〉

0/80 (3年8ヵ月〕

-5/95 ( 2年 8ヵ月〕

-5/95 ( 2年 5ヵ月〕

-5/80 ( 5ヵ刀) I 

5/90 ( 2 {下11ヵJl)I DlPJ '[Hr 

0/95 (7ヵ月)

0/90 ( 7ヵJI)

0/95 (2 il'.) 

0/95 ( 1 {I'. 6ヵJl)

5/70 ( 1イ1'.]ヵ月〉

0/95 (3ヵJl)

0/95 (10ヵ月)

備性 1 受 傷 指

労|右;r~ 4指

男 l 右::rl3f¥'1

男 |右tn2 tfi 

男 | 右第2m
男右m4 f行

男 布第 4t行
男 右W3桁

男右W2 t行
男右W2 f行

男占'.W3 f旨

9) .!dH 2指

9) 右~~ 2指

'))右;X~ 2 t¥=i 

VJ 右 U~ 4指

9) 右第 4指

VJ 右第 4指

91 右第 3指

，ち原因

野球

好球

ソフトボール

ソフ トボール

ソフ トボール

ソフトボール

ソフトポール

ソフ トボーノレ

ゾフ トポーノレ

ソフトポーノレ

転倒

野球

ソ フトボール

ソフトボ ーノレ

ソ フトボーノレ

ソ フトポール

ソフトポーノレ

週

週

後

週

後

日

日

週

日

週

週

週

円

週

週

日

日

3

2

広

2

抗一

ロ
ロ

2

U

4

1

1

3

1

1

3

1

4

9

5

7

5

4

8

0

5

6

1

5

0

8

4

7

4

 

q
u

つ
ム

。ム
令
d

1
A

4
・
。
4

4

4

A

守

つd

勺

L

n
4d

つ
J
V
A・
q

d

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

DIPJ 'f'tJ斤

削指

3同突さ指

McElfresh 

粉砕骨折
掌側脱臼

粉砕骨折
背側脱ι|

-10/70 ( 1 年 4ヵ月)

-25/85 (6ヵ月〕

9) 右第 5指

!万 | 左第 5指

27 1 男 |右第 I指 町 |

28 5号 右第 2指 DlPJ

42 18 3口ソフトポ ール

d工後19 52 ソ フトポール

-5/25 (4週〕

-20/50 (6ヵ月)

ホ受{おより治療開始までの日数を心す

M 最終診察時の可動域を示す

lil週

4 n 
20 

21 

ソフ トボーノレ

野球

表 2目不安定型 ・陳旧171J

制H 号性受 U，S指

')J 右;X~ 2指

リj イ I 耳~ 2 tfi 

リj イ~jU~ 4 1n

'))だ :X~ 4 t¥=i 

')) 右汀~ 3指

!人!左:n2指

女 右第 4指

9) 右第 4指

女 | 右第 2指

!Jj 右第 5指

因r山内 関節可動減

-15/30 ・ 10/75

-10/40- .0/80 

5/45 ー 5/90

-15/25ー -5/85

0/10-一-40/90

- 1O/25 -~ 0/65 

-30μ5一一-30/90

-25/45一一一20/75

-15/40一一5/80

25/0- .0/15 

期間

ソフトポーノレ

ソフトポール

ソフ トポーノレ

7'ロ ック tこ
狭まれた

ソフ トボール

ソフ トボール

ソフトボール

ソフトポ ール

ノ、 γ ドポール

転倒

I目指

t;目指

1m放性

IJ日放性

m 指

1ヵ月

6週11¥1

2ヵ刀

4ヵ月 l 

1 {I'. 

1 {f. 3ヵ月|

Robertson 

関節切開術

法4，a)または Robertson三方向牽引療法を)uJJIIする.

症例および成績

症例は不安定型新鮮仔IJ21例 C}<1 ).不:ム::<i.: )~JII点 111 似l

10 (JIJ (ぷ 2). および安定型 12仔11. 介計 43例である

:t<i.E_Ii!J.は，受払J後 6i回日¥J未満の 8仔IJに対して，，¥IJ[1山1

fE，隣接指とのテーヒ ング で!Jn彼したところ|州市 11]'j]山城
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は全例正常範聞に復した この型は'!'l・jトがきわめて小さ 観血的整復を要することはまれであるが，幣復仇保持が

く， M~ I 円 例であ って も!日~F Iの科!支が少ないので，したが きわめてむずかしい 隙旧例においては，牧復およびそ

って関節軟骨の変件も中YJ交なことが多~，そこで 2 ~ 3 の保持がきわめて|剖嫌であり従来より数多くの);)1、が発

ヵnまでは佐子核復を涼みるべきであり，かなりの "NVJ Aーされている IXl1にボすように， RobCrlson 二〈ブjJ('J来

))'Xを獲Nすることができる しかし |岐川(711は小指が多 1) 1叫がもっとも {iJ1J!的な方法である しかし banjo

し筋))も Sh;l、ため 50iJ:~以降の jJdll1で a "rM域の獲得 splinlが大きすぎ， Ijiの相IJj泊しが不吋能なだけでな

は11'1矧である く ，八Dし は抗しく ~líll l lJi を'支けるほとんどがヴノ1:.や働

Kirschner鋼線伸展ブロ ック法について き借りの不11きFにfUIするため'手業や労働が|本|燦とな

不'久.-!，と刷(1， j'lí .flilf同 lにおいては千~J;);に終f反できるので る 1978イ1'.Agcc7) は， force couple splintと柄、して 3

Force couple splint 

更さラ
Extension block splint 

図 1.

(在υ11 勲:i終・災外 24: 613， 1981より)

a.仲展 I時

本の Kirschn(_') 銅線を惚紙にうとXさせ コムで子1)1する

Ji11、をfGAしているが， I見l河川、|づ〉に動くか，また，完

ノi:':11j1Mを1/1しているが'I'IliHIの抑え込みが dynamicに

nft!ちであるかなど疑J::tが伐る 1972 {ド McElfresh8
)は，

cxlension block splint iよをたぷしたが， iJllJ)j助J;7，性が

なく， 間節l面が大きく伐っているJ，dJIIには PIPIJI~~の

や 11展のみの~lJIl!日Jで卜分であり ，イI)'11'.(ドjかっm'j似な)j法て、

ある.私たちは， 1本の Kirschner~~高級でや 1 '泌を孫'ょ
にプロァクできる方法として，1976;1より閃 1のような

Kirschner銅線伸展ブロ y ク訟を考案し災施している.

本法の手技は，以下のようである J行神経ブロックの

下に PTP 関節を徒手じて牽引しながら 'I ' ní'i'i'l"~，~却を 卜

分に学官[11に押しもどす.徐々にliHIUIをIJIIえながら 90'以

1-.肝¥1111したところで透視下に関節の適合性を確認する

側ブj1VJtl性がなければ，患者 I~I ら怠指と月桁とヒンチし

た塑をとらせて，PIP I共l節が子刊IIIに丙脱f-Iする角度より

約 1O~ 1 5 Ú 強めに府 1111 させる 目 その位置で基節骨刊頭に

1mmの Kirschner~I同級をピンパイスにて刺入する(閃

2). ~ill入部は疋中をはずし，やや外官[11を);iliび，なるべく

central slipへの刺人を避ける PIP関節背側のJY:府は

や11前iWI，に7;fんでおり， 111¥111'により点'1人部皮l内の刺激:fJ状

b. Jii1 J111 時

図 2，Kirschner銅線11j1民7'ロック法
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は認めない 刺入部は，背側より パンド ・エイドなどを

当て保護する 鎚指を合併したjif'例て‘は， 1 cm似のア

ノレ ミニウム ，，¥11fを指背広11に当 て，DIP ~I í'ií'iを ii!!Jイ1\')JI.2 {中

に保持する 』くirschr】cr銅線は :lilllH\1後に抜よーし 1 ~

2illl川は隣接指とのテービングて:"I!まく保設を})IIえる.そ

の後拘紛が伐れば Capenel‘型~ìWl!，\11 寸ーをう」JJ! させる.

不安定型新鮮。1)は， 表 lのように 21{1"I)であり ，同0lI1

的に Kirschner釧線仲良フロ ック辺、を行うが， け'i'ii'i什

基部の粉砕'n折を{、れ、'字fJ!i1(佐W11 1 9) およひ:-，' 'f ~ lll (高l例l

1 9 ) に }j~WI した j， j 例には， おのおの逆 Roberlsonおよ

び Roberlson牽引を施行した.京例 16は， 受傷後ただ

ちに長W)川張せざるをえなかった忠者であったため直接

点1)入を避けて McElfrcsh訟を行った.症例 20および 21

は，それぞれほ桁 IP関節，示JI1Dl P 関節の'，' 'f{)[I1I日~FI

' I~i 折であるが， それらを合めて 18 例に木法を施行 した

ほとんと'の!，r例が治療後 3~6 ヵ月でIi'常 IIf動域に近づ

いており，受傷後 1 ~ 5 年後の倹診H、?には特別立;fi~せず

に使用していた.ただし，症例 2は本法を始めたころの

l，i.例で，'IIiJsiFI位で Kirschnel銅線を点，)入した例であ

り，ffE例 15は， 重度なる突きJRの末にMブj動指性の強

い出i ~例て‘あったため OA 変化をきたしたものである

不安定型~J.li1日例は， ぷ2のように 10例であった;M.;

節廿'Ii頭の変形および PIP関節の動括性を認めた j，I例

9は， 関節度動術の後 Robertson牽引を行 った 組一例

10は，受傷後 1/1三3ヵ月間放置された過仲良f¥l.拘縮例で

あり， I共JW切IJFI術を施行したが，その他の 8j，f"例には，

掌似1)板前進術の後， Kirschncr銅線fljl展プロァク法を迫

加した.以上の 8症例の成絞をみると，基節竹"'J・頭の変

形または PIPI長lilijの側方動指性を認める痕例の成績は

わるく，それらの所凡のない症例て、は満足ゆく結果を得

た 京例 9は，それら双方の所見を合併していたにもか

かわらず良好な "11M，'売を獲仰したが，Robcrtson非づ|に

よるもの泊、も士11れない

まとめ

1) P1P 1Y<lili'ii''f{1lII!1l1rl什折， fT計43作Ij(火定型 12仰J，

不安定型新制Wlj21(ll!. 不安定J~J 隙旧{J"II IO 仰1)の治州成

総について述べた

2)ィ、火山刷新鮮WiJは，原則的に Kirschncr ~~似 11\'

展プr ロy ク辺、をfjった ただし 'I'f沿'円以iI自粉li'/，'i'i折の

ため学似11または fT側にmiFIした!tj例には Robcrtson

三方1(')牽引を'rJった

3 )不火7Ëll~J I波WI例は， l¥llilii授ifu)術およひ:"];{llI)tljliijj並

術をfj¥，、 Kirschncr$併記長イl¥'iL1.2ブロソク法を!u}JIIするが，

基節'j'l"I'J"yfi変形， または PIP I主.)í~iの側方動tv，nを認め

るII例は，術後 Robcrlson'*引を)u加するほうが好ま

しい.

4) Kirschner銅線flll)艮ブロック訟は， i向{兇で確実な

方法であり， ADL _1にム:怖をきたすことが少ない
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Robertson ~引法の適応と成績l刻節損傷に対するP
A
 

y--
P
A
 

生門口陳

Indication and IでSUIIof RobcrlSOn's IraClion in negkclcd II1Juries of PIP joinls 

波 J!J.政l[IJ*

来引 )J のノくランスを~ì;:; ~こ院観する必要があるなどの不便

な}，'，(を(lうこともあって，最近ではほとんど忘れぶられ

た矧がある

しかし在、たちは， 1 ) 陳旧 1~]: PIP ]刈節~，'T似1I または掌

{WI日Ii))日1日骨折で|見Jil↑Ii面の軽度変形と拘縮をlJする仔|卜

2)他の型の P1P関節lネ損傷， たとえば基節'I'J."'1-頭骨

折で|主]u[imalalignmenlと拘紛を長する仰1; 3) PIP関

節の|泌111性{1lI1T.¥I]籾併損傷で malalignmenlを12する例な

ど， さらにこれらの例に r術的幣復]，1;1定，籾'J11・修復など

じ，，'JJL~ ~!f 

米 |叫ド布市:ott~、~ R，C. Roberlson らは 1946iド， 新鮮な

PIP ].Y，I節1'TM脱FI骨折 7(11]に対し基ui'i'll!iJ'lに Kirsclト

ncr銅線を泌すことによ ってこれをi'TiJll]に，同様なJiil、

で中節'VU忘却を"tflU]fこ， さらに ，]，節i!s("却を述(" )il:~ 

に，すなわち三方向I((j主牽引を:l~ 4 !!'î jH;，じす る乙と

により優れたj茨紡をあげえたことをHtf11した なお，

Kirschner銅線可にコム紐をかけこれをハンシ I一刻の

フレ ムに1，1;1定することにより子リJ]をf.HiIした

しかし，新鮮な本外傷に対しては fiM的幣彼I，I;IAL法

也L
vr
-

中節'，'，M部11'折に随伴する PIPI見l節背側または掌似1I(iJT.)脱rl例

preop. postop. 1 
1 ROM  ROM 1 

1 -15/15 I H 5/55 I 

表 1.第Uf

x
 

c
 

eJ 
E
 

σ
b
 

a
 

comments 

15/15 1 0/95 +open rcduction 

-10/30 I H20/1051 

一10/35 ー 10/70 I 

-20/20 I一15/90 I 
-15/15 0/85 I reverse Robertson 

v'
 

t
 

s
 

a
 

p
 

o
 

--I a
 

e
 

ny
 

v
d
 

t
 

n
 

o
 

t
 

a
 

E
 

A
U
 

n白，r'J' 
ハU

F
町

υ

20/50 

0/90 +open rcduction 

-15/90 I +open rcduction， 

bonc graft 

。，uA

U

A

U

o
o

q

J

'
l
 

，，r
f
'
'
'
'
'
'
'
J
'
'
'
'
 

A
“I
A

U

A
U
 

A

守

つ

d

胃
A

一

一

一

25/25 

lype of injury 

volar 1/2 fx， 

+dorsal dislocalion 

samc as abovc 

samc as above 

samc as above 

samc as abovc 

dorsa 1 1/3 fx. 

十volardislocalion 

cenlral 

deprcssed t ypc 

samc as abovc 

volar-radial [". 

+dorsal c1islocation 

-1-volar dislocal ion 

自 glimEbelWEEnl 
ne:cr n 

u II1Jury ()[ op 
case 

1 9 ¥¥' 

14 ¥¥ 

llD 

6 ¥¥' 

1 D 

5D 

indcx I 

long 

I inclcx 

indcx 

nng 

inclcx 

~ 

小

O
ホ

O
ホ

O
ホ

0

0
十

6

F
b
n
b
q
δ
6
 

3

1

4

3

2

 

っ“

q
d
a“1
F

口

氏
U

14 W 

2 ¥γ 

6D 

nng 

long 

littlc 

合

♀ 

~ 

23 

37 

17 

7 

8 

9 

01) littlc ♀ 18 10 

を実施したj(¥後秒i]に対し，関節|人1，I¥¥Jili'i包初fi;・の日brosis，

とくに)1対怖の搬浜性以前(1による malalignmcntを矯11:

し ・定期間/X11li'i裂隙をやや過剰に保つことによ ってがj

前討を己主 j:fr;する 11イ内で木訟を応用し似れたI}(Wを得ている

のでその概 1lJ!-をH4f与する

技術上の要点

PIP 1)(]ul'i'i'J秋'1'1組成がIXI節[，I;li，と術や人 1:1対節を裂する

や， さらに1簡向削{悦史fたE 円 1臼cnSI旧onblock お叩p判li川n川1υ法:に
jμ辺u古好庁な)成反h似1が千仰l与』られるようにな つてカか‘ら， Robertson毒:

づ|法は大きな outngger をう，~ ii/l~ し紋けねばならず，また

Key words: Robcrtson'ぉ traclion，1'1 PJ injurics， hand 

ホ T，']・ajirna(数段)， K， Fujino，λ1. ¥¥'atanabc:新潟大γ幣)[;

タト干十 (Dept.of Orthop， Surg.. :¥ii白川aL"nIV(TsItv School 

of i¥lcdicinc， Niigala.) 
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陳旧性 PIP関節損傷に対する Robertson牽引法

a.牽引前所見 b.牽引中所見

図 1 第 U'P 症{9IJ 2 陳旧性右中指 PIP関節背側脱臼骨折例

図 2.第 u洋症例U2.遠隔成績

ほど高度に破壊された例は本法の対象にならないのでま

ず適応を選ぶことが大切である.牽引のためのKirschner

銅線刺入点，牽引方向などは症例により Robertsonらの

原法と異なり，もっとも有効に関節の正しいアライメン

トと十分な裂隙を保持できる方法を選ぶ Kirschner鋼

線は指骨車IJ入後その一端を半円状に曲げ町(i形とする.牽

引によりその形が歪まないよう十分強い前径 O.7mmの

Kirschner銅線を用いる.牽引紐は伸縮性のあるゴムよ

りそれのない太い絹糸を用いノミンジョ -~j フレームに匿l

定する. 装活完了直後必ずX線級影により PIP関節の

アライメント，裂隙の状態などを確認し不満足で、あれば

鋼線車IJ入点，牽引方向などをただちに改める.

a.牽 引jJij b.牽引中

図 3.第 1群症例IJ 6. 右不指 PIP関節掌側，ni脱臼

図 4.第 1群症例U6. 遠隔成績

1617 
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1618 巻 34・号 12(臨時噌刊) 整形外科 1983 '.下 11月

表 2.~行 2l~Y 基節骨骨頭骨折を伴う PIP関節変形 ・拘縮例

case 1 市 1 sex 

I I 

|hgC11jitb24  IJnJ ury oe Op. I 

index 1 9 wccks 

2 I 23 (l) Ilit 9 days 

♀ nng 25 days 

lype of injury 

Y shaped 

comminuted fx. 

volo-ulnar 

condyle fx. 

ulnar-half 

condyle fx. 

preop. 1 postop. ~~~~ø~' 
ROM • ROM comments 

-36/36 I -25/50 I +open reduclion 

+silastic membrane 

JJ1 terposJ(Jon 

arthroplasly 

3 MTHX postop. 

+capsulolomy 

extensor tenolysis 

OA change (十十〉

-30/65 Iー 20/85I OA change (+) 

-30/65 -20/85 I +radial collat. lig. 

1 reconstructlOn 

I OA change (+) 

a・牽引所j b.牽引後

図 5.第 2ii( 症例)2. 左小指基節骨骨頭骨折を伴う PIP関節不安定例

図 6.第 2群症 例，)2 遠隔成績

症 例

本法を~施後半年以上経過し転帰の判明している 15

例 15折は， その病態により 3群に大別できる. 以下に

各i洋の概要と各群に属する 2~3 の症例を示す.

第 1群 中節1'1';1.¥;部骨折兼往々 随伴する PIP関節背

Mまたは等;似IjCillD脱臼{71) (表 1)， 10例あり受傷から

Robertson牽引実施までの間隔 I週以内の比較的新鮮な

4 例を合む.牽引期間は 3~5 週でこれにより概して自

動屈l加は哀しく改善され伸展も改善されたものが多い.

症例 2 受傷後 14週を経過した右中指 PIP関節背似Ij

脱臼'，j折に側高Ij籾帯損傷による PIP関節側屈を合併す

る複雑な損傷仔11(図 1a). 陳旧例ではあるが X線所見

から変形癒介什折を再切離し整復固定による改善が可能

と判断した. 施術後ただちに PIP関節内癒活発生をIW
Jト.し， {fHJ@1j籾;113のアンバランスな収縮を是正するため
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際旧性 PIP関節損傷に対する Robertson牽引法

表 3.第 3昨 PIP関節側冨IJ籾帯1.11傷例

1619 

ρ
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σb
 

a
 

p
lw
 

s
 

g

“
 

C
 

comments sex I 自 叩 liitJ212nl 

;; I仙 x I 8W 

♀ Ilil由|川

28 

2 1 57 

I I a 9 

type of injury 

rllptllre of 

ulnar collat. lig. 

+ 
cen lral slip 

opcn 1st disl. 

n
r
f
m山

o
h

/
/
 

ル

O

KM

M
P
R

一一

P

4

ω

 

o
h

/
/
 

F
O

ω

 

wa
R

〕

0/63 I -25/65 pre-op.: 1st anglllation 
(十十〉

DIPJ comminllted fx. 
1 (+) 

DIPJ arthrodesis 

Roberlson牽引を開始し 4週間r¥'がしした(閃 1b). 2 

年後，変形もなく関節裂隙もよく保持されており ROM

もoγ950
とほぼ正常に|且復している(凶 2). 

症例 6 受傷後 5 日目に来院した右示折中節'l~j 基部背

側骨折を伴う比較的めずらしし、 PIP関節学側班)sl臼に

側副籾帯損傷ーによる側屈を合併していた(区13a). 

Robertson牽引にさいし 1本の Kirschncr鋼線を芯、識

的に斜めに車IJ入することにより PIP 関節の"f;~lIJ脱臼と

同時にnllJ加矯正を芯;図した(図 3b). 1年後該 PIP供l

節の不安定性もなく ROMも0ソ85
0

とほぼ正常に回復

した(凶 4). 

第 2群 :基節什竹頭骨折を伴う PIP関節 malalign-

menl兼拘締例()<2) この群に属する 3例は第 I?洋と

比べ関bi'ii7iiの破壊やMu¥IJ初荷などのI1州市組織のtcli1:jが強

いため ROM の改if{;は第 11詳ほど者しくなかった. し

かし木Iム施行によりほJili'iの malalignmcntを己主託でき変

形性凶IlIi'Llの進行を予防でき関節機能町，A"Uにイj効て‘あっ

たと考える.

a. 牽づ liij b. 牽，)1 ，'， 

図 7.第 21作 j ， Î~仰I 3. ;:(， J~H行法節骨骨頭骨折にお;'~Mnlll r.\11 初?!?断裂イ'ìÍJH向l

図 8.第 21fl 症例IJ3 遠隔成績

症例 2.受傷後 9日11に来院した左小指基節'IYiiJl半;

尺側'ITl'折例でごr;リ!な側方不安定性が認められた(関 5

a) 牽引により 'l'l"Jiーはほぼ整復され関節裂隙は広く保

持 されていることが X線上確認された(凶 5b). 1年

2ヵ月後 PIP関節側照変形を残すことなく， ROMも
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4 
a・牽引ri行所見 b.牽引後所見

図 9. 第 31作症例 1. 左示指 PIP関節陳旧性側

副初帯1.0傷

_20'/85'とかなり正常に近く 1"1復した(図 6). 

tlj_~仰1 3 受傷後 25 日経過した右:B;H行基節甘jíJí)~-(1l11fl 

折に償保1I側同1I籾'l!?断裂による尺朋変形介。HylJ(凶 7a). 

まず3週間の Robertson牽引により凶節裂隙の十分な

鋭、大と~!lI}iH変形の矯 If.を得たのち(以17 b)， i佐脈血n移
1if[による院側MMII籾，j作 II}~を行った 5 ::1'後l共li治不公定

性はなく ROMもー20'/85
0

とj正常に近く -(;刈iされて

いる(lヌ18) 

第3群 側1，¥11籾'出'損傷による PIP閃節側応変形およ

び~!l1方動揺性を呈する症例11 Cl(3). 2 (711とも約 2ヵ月

以上経過した陳旧例で，手術的再建を試みるとかえって

関節拘縮の発生が予想されたため Robc山 on牽引法を選

択した R OM 改善は著しくないが PIP関節迎合性と

アライメントがよく回復しているので，今後なお ROM

改詳が期待され，少なくとも将来の悪化防止に役立って

いると判断される

症例 1.左示指 P1P関節尺側側副籾;骨子および central

slip断裂例 受傷後 8週間ギプス包刊と日11子を装訴した

がなお側方動揺性と掌仮ijIlI!脱臼(図 9a)を呈していた

ので，通常の Robertson牽引とは逆方向の中節竹1li部

背M牽引(図 9b)を3週間持続した 6ヵ月後 ROM

はー25
0
/70

0
でかなり制限されているが，不安定1'1:や脱

図 10.第 31斤症例11 遠隔成績

FI傾向はま ったく m;;たした(閃 10).

まとめ

受傷初1mに適切な治療が施されず隙旧化した 1'11'閃

節!日t臼'j']-.jfrやM高Ij籾侃損傷に対しては，手術後あるいは

I l"_~で Robcrtson 牽引を施すことにより湖周節の良

好なアライメントと以lili'i裂隙を弘大保持することによる

ROM 改~({;が得られることが確認、できた このような症

例に対しては，ほかに考えられる治療法，たとえば関節

|占|定術，人工関節，関節授動術，日11関節移他などとの利

害得失を熱!怪し，症例lによっては本法の適応があること

を念頭におく必要があろう.
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スポーツ外傷における手の骨折症例の検討

Fractures in the hand by sports activities 

松本学 11JI岩 均 中野謙吾*

今回われわれは， 過去 10年間に当院整形外科外来を

受診したスポーツ外傷における手の'，'J折出i"例について検

討しとくに頗J交の~.~か った mallel finger， PIP以1M

周辺の骨折に対して，二次元光都性実験法を用い，その

発生メカニズムについて検討したのでjFltf与する.

対象と全症例に関する統計的分析

1973年より 1982年までの 10年間で，兵w医科大学幣

形外科外来を受診した骨折患者は 2，052(71]であった そ

のうち手の骨折は 209例 10.2% で， スポーツ外傷によ

るものは，男 451111.女 12例の計 57例 2.8% であった.

年齢分布は，最低 8}，ぷ，最高 47ぷで，平均 22.5歳. 16 

歳から 25歳と活動ド1:の高い年代で 14% を占めていた

これは;門家の統計りとほぼ一致するものであった.スポ

ーツの純月は 12積飢で， 野球， ハスケットポーノレ，ラ

グビーなどの球技が 49 1111 86% を I~ï め， 野球が 30例 53

%と最多であったが，これは院内ソフトボーノレ大会など

によるものも合まれるため，諸家の統，11とは比較できな

いものと思われた. 次いで，ノミスケ γ トボーノレ 5fyl] 8. 8 

%.ラグビー，サッカーが， それぞれ 4 例 7%の/I~j で，

比較的ポピュラーな球技が多かった(ぷ 1). 

受傷部位では. DIP関節 目 例. PIP 1対節 22(91]と l山j

者で 70.7% を占めていた 1iJ状'Vl.の3例はサッカー 2

例，バスケットボーノレ 1例で，いずれも子関節の強度i''f

mにより生じたも ので，これらの症例は 6ヵ月. 9ヵ

月. 12年と長期jを経て受診したものであったこ とは.1it 

状'1'1.'丹折の早期診断の困難さを示しているように思われ

た ff球，バレー ポーノレ以外の球技では，相手プレーヤ

ーとの接触，転倒などによるものも多く，受傷部位に一

定の傾向は認められなかった(以11) 

野球による症例について

30例 53%と最多であり， 損傷1m!立は右手の環指 ・中

指 ・小mに多く. DIP関節 目 例.PIP関節 11例，そ

Key words: hand， sports. photoelaslic experiment 

ネ M.Matsumoto， H. Takaiwa， K. Nakano (教授) 兵庫医

科大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.. Hyogo College 

of J¥ledicine， Nishinomiya). 

野 球

バスケットボーノレ

ラグ ピ ー

サッカー

バレーボール

ハンドポーノレ

ドッジポール

空手

鉄俸より ;1民務

スキー

ボーリング(転倒)

走 行中(転倒)I 

表 1.

手術例

10 

2 

2 

総数 i 16 

保存例 総数

20 30 

4 5 

4 4 

2 4 

2 2 

ワ 2 

2 

2 3 

2 2 

41 57 

のうち-，''f~!IJ脱 F I5 伊IJ と関節 IAJ 'i'H斤が多く ， 室川 ら 2) の報

告と一致していた.これは治利きが多く，左手にグロー

プをはめており，ヰi手の関節は軽度屈曲位で，とくに中

指 ・JJ;U行・小指はボーノレの飛んでくる方向に一致してい

るために生じたものと思われた.

光弾性実験の結果

1.お1:alletfinger 

アラノレダイトにて. DIP関節モテソレを作製し， 指尖

部背側より荷重して実験を行った ZancolliJ
) によれば

mallet自ngerは PIP関節伸展位で中節骨骨頭の滑車部

が支点となり，指尖部に加わったカと longextensor 

tendonとの牽引力によって生じ.DlP 閃節が 90。屈曲

位まではやl'筋艇の皮下断裂が生じ 90。以上の屈曲位に

なると末節'門・基部背側唇の長IJ離骨折が生じると報告して

いる.われわれの行った実験でも，イ申筋艇の力を増加さ

せるより指尖部に加わる力をi曽加し.DIP関節が屈曲

傾向になると ， 末節骨基部背~llJに縞次数が増加し，この

部に応力のW:9-1を認め，これにより malletfingerが生

じるものと恩われた(図 2). 
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2 中節骨基部掌側唇の剥離骨折

Kuczynskiりが述べているように volarplateの緊似

する PIP閃節 200

過伸展位のモテソレにて尖験した. そ

LL 

図 1. jtÍ~ Wリ

図 2

図 3.

イl

の結果， 1'1'節 'IJ 基部"?~!11に高次の紡が認められ，一般に

述べられている volarplateの牽引力により中節'，'J基部

掌~!lllrjの釧自IHl 折が~I.二じることがうかがえた(凶 3 ). 

3. PIP関節背側脱臼骨折

PIP関節約 30
0

凪1J11位のモテソレを作製

し，指尖部より荷重した 指尖部の力を

W/JJllすることにより，中節'内基常側に高

校くのお~Jが， また，基節骨'JlllJ[にも紛が認

められた. これは PIP関節が屈1J11位な

ため，指尖部にかかった力は長雨h方向と

í'~M方向とに作用し， 長取h方向では中節

'，'jが基節骨骨以に押しつけられる力とな

る 一方， '1~~[1j方向のカは， *ílI'j'l~・と 中

i沿うすが長い純子の柄となって主主節句骨~J[

を支点とし PIP関節を過イIjl良させよう

とする力となって働き， iiij述のごとく

volar plateによる牽引力も加わる こ

の両者のブJの作用で， 'I''fs!lJI悦臼'I']'.j)rが生

じるものと思われた〈以14).

これらの光磁性実験結烈;と I~w;休伊11を対

比してみると，球肢に多い前述の三つの lypeの'll折

は， mlUd伝と力の作用する方向とで決定されることがわ

台、 っ t~.

まとめ

当教官における過去 10年間のスポーツ外傷による手

の'，')折1，i例について検討を加え，二次元光開性実験法を

j判い，発生頻度の，'，:jかった malletfingerおよび PIP

凶i市川辺損傷の先生メカニズムについてoI'iIの知見を得

たので郎知した.今後，臨休例と対比しつつ尖験的検討

をすすめたい.

図 4.
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新鮮手指スポーツ外傷の実態とその治療

Current status and treatment for fresh sports injuries of the hand 

木野義武

佐藤義郎

近藤喜久雄

服部順和

村上元庸

林祐司

平石孝

浦 田 士 郎

今 枝 敏 彦 *

スポーツ外傷は放課後や日曜祭 Hに多発するため， [1'. 

前外米診療のみの総合病院で専門医による受jtj直後の適

切な初j切治療がなされることはむしろ少ない 当院は救

急センターをわするので，受jvj]l'i後のスポーツ外傷も数

多く来院している.そこで今1"1.新鮮手折λ ポーツ外傷

の尖態を調子tし その治療 上の問題点を，j他山秒朕tてで‘初)則則U別l附斤治1 

療を受けたl隙!見点i主」旧例と井対I比しながら検"ばJしたのて

る.

症例の概略

過去 6王fer:lI( 1977 年 1 月 ~1 982 年 12 月〉に当院を受

診した一般市民のスホーツ外傷出、者は 803人で，そのあ

いだの総辺、者数の約 3%にあたる そのうち手のスポー

ツ外傷は 228人 250指で， 全スポーツ外傷の 28% を占

め，観血的に治療を行ったものは 53人 (23%)で，他は

保存的に治療した.

手のスポーツ外傷患者を分析すると ， 性別では男 178

人，女 50人，年齢別では 9歳以下 13人， 10歳代 77人，

20歳代 53人， 30歳代 57人，40歳代 23人 50成代 4

人， 60歳代 1人で平均年齢は 25歳であるー スポーツの

種類は 28種 Hに及び， もっとも多いソフトボーノレ 77人

(男 57人，女 20人)の平均年齢は 33歳と向く ，女性は

ほとんど初心者であった.

Key words: frcsh， sports， injurics， hand 

* Y. Kino (部長)， Y. Hallori (医長)，T. Hiraishi (医長)，

Y. Sato， lvI. lvIurakami， S. Urala， K. Kondou， Y. 

Hayashi， T. lmaeda 名古屋被済会病院稔形外科 (~454 名
山屋市中川区怯年IIIJ4-66; Dept. of Orlhop. Surg.， Ekisai-

kai Hospital， Nagoya). 

次いで野球 56人，パスケァト示ーノレ 14人， ドγジボ

ーノレ 11人， バレーボーノレ 9人と球技に多l' 受傷指別

では右手 153人，左手 73人，両手 2人で，似指 38指，

示指 39J行， rHI150指， JJ;1指 54指，小mは 69指と小指

側ほど多い.

Jx}む7}IJではスポーツによる指の関節損傷は 152指で

58指 (38%)に手術した. 関節損傷の内訳は， 槌m42

指(右 34m，左 8J行〕で母指 l指，示指7j旨， 中指 19

指， m指 13j行， 小指 2指で中指にもっとも多く， 'j'J析

を伴うもの 31J行に比べ舵断裂は 11指と少ない 'l'J' J¥-の

大きい 6指に手術を施行したが他は保存的に治療した.

骨折を伴わない指関節l悦円は 30指で， DIP関節 14m

(開放性 6指)， PIP関節 11指(開放性 6指)， MP関

節 5指である 全例背側脱臼で， 非開放性脱臼は 2~3

週間軽度屈|出位でアノレヘンス固定 したが関節可動域はほ

ぼ正常となった 開放性脱臼で感染を起したものはな

く，側高IJ籾椛断裂のみ修復したものは術後の不安定性も

なく ，可動性もよかったが，掌側板まで修復したものは

軽度の屈曲拘縮を残した

指関節)Ji~臼 '，')折は 3 1 指で， DIP関節 9指(手術例 9

指)， PIP凶節目指(手術例 12指)，MP関節3t行(手

術例 3指)， CM 関節 11行(手術{7IJ1 指〉である.

PIP 凶 ílí'i"I'j'側)Ji~日 "'J 折は 12 例あり， 手術した 9伊Ijの

術後の平均 PIP閃節I1J動域は 70
0

であった. 陳旧例に

対し施行した手術例では Robertson牽引法より欠部法

の成航がよかった この原因として， Robertson牽引法

では脱臼は格復されても ~'?M骨片のあいだにおち込み介

在している陥没竹片が掌~lIJ骨片の整復を防害しているか
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図 1.症例U1 

1主節'i'J・"J頭が両側より浅折原筋!IltC矢印)に絞犯

されてもlミ子整復不能
図 3.症例U 3 

ギ[小指 DlP 関節背側脱臼骨折.観1(11(1ケil')，-整復

固定より Robertson三方向牽引の成績がよかった.

長11自m竹折および!日t臼骨折を除く指竹折は 90J行('¥'J・端

出rfIJfHJ'vr19 j行)で， 指別では小指 4lj行. J);H1120 指，

cr 'J行12J行， 示fl19t行， i;]:1行8j行であり， レベノレ)}Ijでは

'1'子'i'J'18 J行， ~，~節 'i 'J' 37:t行，仁I'ilij什 211九末節'l'J'14 JI1 

である 新鮮仰lではほとんど保存的に整復[，';Iil!が可能で

あり，以J自i'j).'.1辺1i・折および陳旧仔lj7桁に観IUl的整復|山liiJ

f~iを施行した.基本的なことであるが，指の正しい正面l

および側面のX線綴影がまず必要である

その他jíJ状'， 'J"'ìlj"折 3 例と深指屈筋量~皮下院Ii裂 5 例があ

る 1外傷による 2指以上の損傷は 8例. 1外傷による

1指の後数民H:iiiの損傷は 6{71jあった DlP関節背{HlJJ日i

臼背・折は 3例あった. これらスポーツ外傷のうち問題点

図 2.症例iJ 2 を有する症例を供覧する.

イヲ小指 P1P 関節開放性7~側脱FI および腕側側副 症例 1.32歳，男.

初干li断裂， DIP 関節背側脱 I~ 1 野球のつき指による右小指 P1P関節開放性背{lllJ脱臼

で. tJiIlri'i'J竹足((が両側の浅指屈筋鍵のあいだから学{lllJに

らと考えられる.矢部法ではこれらの救彼~I'~ T_S:をとり除 突び11¥し，基節什骨liJlが両保IJより浅指屈筋艇に絞犯され

き関節の適介をよりよくすることができる. て徒手整復不能であった. 3年半後の現在.X線像にて

側目Ij籾借損傷は 49指で.DIPI見rnN6 Ji1C子術仔Ij2 J日， 変形11以j節!Ij_の!象を認めるも痛みもなく. PIP関節のや11

1'1P関節 27折(手術例 12指). MP 1刻節目 指(手術 以 0".T:J!11l185
U

である.

例 2jわである.完全断裂にもかかわらず. Jpなる捻挫 症例 2.42成，男.

としてみすごされている隙旧例が多いので，指のスポー ソフトボーノレのつき指による右小指 P1P凶節目日放性

ツ外傷診然にさいしては必ず側副籾イl::íJ~似の有無を検デt 'i 'f{l llJ)ß~ r=1 および DlP 関節背側脱臼で. 1'11'関節の佼{lllJ

すべきである{l[ljl~IJ籾'lif断裂の一次的修復をした 2年後の 1'11'凶節
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の仲辰一150，屈曲 90
0
， DIP以lJiliiの{ljl展 _50， }:T¥IJlI 

650

で痛みも不安定性もない.

症例 3.31歳，女

ソフトボーノレのつき指による左小指 DlP1民liln背側脱

臼'J'J折で， 3週間 Robertson三方向牽引を行った 観血

的に'，'1');ーを撚復1，';1定した他の 2症例より可動性はよく，

6ヵ月後の DIP1及川1のや11展 ー10
0
，屈曲 50

0
で痛みも

ない

症例 4. 39 i，此， !;':. 

ソフトポーノレによるイjJ);H行 PIP関節背側脱臼骨折で

受似 3週後米ちしした 1ミob口 tson三方向牽引により脱臼

は整復されたが，陥没竹Jtーがあるため'学側骨片の整復は

不十分で，術後の nf1]b域は{III民一251屈曲 85
0
である.

症例 5.24成，女

ソフトボーノレによる;fj'l'j行PIP1対節"，''fMJBi，臼'll折で

受傷 7週後来院した.矢i邪法により整復川定争t-iしたが，

術後 1年の可動域は仲良一2
0
，)/1¥1111900とlHfで!Iyjみも

1625 

ない

結 E苦

1 )折のスポーツ外傷には関節損傷が 60% みられた

2)女子のソフトボーノレ初心者は外傷を受けやすい.

3 )診断には指|対節の正しい正面 ・側面のX線撮彬と

ストレス撮影が必要で‘ある.

4) 1外傷による複数指損傷が 8例 1外傷による 1

指の複数関節損傷が 6{yllみられた

5)治療は保有イドJを原WIとし，観血的治療は開放語11や

関節損傷を_t~こ 23% にわー っ たが， 新鮮11-'干の什折や靭ナ17

損傷の解古11'学的修復が子後を左;f，する
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最近経験したスポーツに よる手の外傷

Sports injuries of the hand 

i立 1，主雄 i壬)_{↑河J):: 1'4 本J' ~，抗

藤肝裕 浜 ILI 1辺機本

近年のスポーツの作1立に「れ、子の外iおもWIJJIIの傾向に

ある.今1"1.聖マリアンナ医大州院および政JiIj病院にお

いて， 1981イ|三 1) 1より 2"1・1111に経験したスポーツによる

手の外傷につき報f与する.

症例

症例は干L 関節，靭'!日および監tに切らかにin似の認め

られた 116例であり，捻挫という淡然、とした診断名の症

例は除外した.

性別は男性 81伊1]，女性 35例と男性に多く，年齢は 8

歳から 46fTJ.，平均 19.9歳であり， VJi生の可:均年齢は

Key words: hand， injury， sport 

* M. Sasa， Y. Nagao (教授)， T. Nishimura， Y. Fujino: 

型マリアンナ医科大学整形外科 (Dept. of Orlhop. Surg.， 

SI. Marianna University， School of Medicine， Kawasaki); 

Y. Hamada (助教皮):111匁保科大学盤形外科.
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図 1，受傷指

19.2成，女性の平均年齢は 21.4歳で， 当然のことなが

ら青年!習に多い
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種目数 ‘26
l順位 種目 症 例数

l ハスケット 25例 1 121.60
0 

ホル

2 野 球 19f担iJI 116.400 

3 ソフトホール 12 19'.仁二コ 10仇

3 ハ叫レ一ホ←一ル 1ロ2例仁二コ 10九

5 サ軒y川小力ト一 9川例仁コ 7仇

6 卜~ ':Jチ付ホ一Jルレ 6 情例吃lリ吃IJ[コ5 20 

7 アメリ力ン 5 1例担列JI I 4 30
0 

7 ':J トホーJレ ーー
8 ハントホール 4例口3的

9 スキー 3 191J口2仇

9 空 手 3例口2仇

11 その他 1 B 191J 1 1'55"0 

図 2，符!日別広(711数

ロ

K 手 右

図 3，パスケッ トボーノレ

ロ

のパスケトッポールの普及率から考えると，受傷の機会

は他の種 11と比べかなり高率と思われる 症例数で 1

位， 2 f立に{立iUしているバスケットボーノレと野球での受

傷部位をみると，バスケッ トボーノレでは区13のように両

側の，5;HI1，小指に集中しており， とくに小指の PIP関

節およびその周囲に多く 発生している.これは大きなボ

ーノレを手指令13展前腕囲内位で操作するために， B3指，小

指の受傷の機会が多いものと思、われる また，野球では

図 4のように右手に集中しており，これは説家1，2，3)の報

告と同じく左手はグロープで保護されているためと思わ

れる.受傷mは各指に分散しているが， I.J:指以外には

MP関節の受傷がない このようにスポーツによる手の

外傷では種 11により ，受傷指および受傷部{立にそれぞれ

特徴を布している.

初診までの期間

受傷から初診までのJm聞は，受傷当日から 4年まで，

平均 40，611であり， 6ヵ月以上の症例を除くと平均

13，411となる 3週間以上経過したもの

を|見11::1例とすると ，陳旧例は 26例(22，4

%)に及び，介達外力による ~I 開放性損

傷が多いために軽症と考えて医療を受け

ず，肝腎な初期治療がなおざりにされる

傾向が多いように思われる

受傷機転

手

受傷機転と しては，ボーノレてーの突き指

77例 (66，4%)，転倒 19WI] (16，4%)， 

物にぶつける 8例 (6，9%)，人と接触 6

(71] (5，2%)， JIいかれる 2{fl] (1.7%)，そ

の他，小切j4171] (3，5%)であった.この

うちパレーボーノレ'1'にポーノレを迫いかけ

て体育館のガラスに右手をつっこんだ男

fr'::j校生 2例が合まれており，いずれも

腿断裂， trjl経断裂を伴ったiTI:皮の開放創

であって，いわゆるスポーツ外傷とは趣

を火ーにするが， プレーがコート外に及ぶ

受 傷指 機会のある種 11では，コート周辺の環!:li整備も重要な間

受似似11では左s!1I49仔1](42， 2~百)，右ßlIJ 66例 (56，9%)， JWと考える(凶 5)

~l dßlll l {:タ11(0，9%)で右手に多く，受傷折は区11のごと 外傷の種類

く小指，広i指，中指，母指，示指の1110に多くみられた 外似の事fi頻としては，指の骨 ・関節損傷が 60例(50，4

種 目 別 %)であり， /:j:j[iの'円 ・関節損傷 12例 (10，1%)を加

純 11JJIjでは図 2のよ うにバスケットボーノレ，貯球，ソ えると 60% を結え， 次いで靭帯，阪ij，神経損傷 41例

フトボーノレ，バレーボーノレ，サ y カーなどが多く， 26種 (35，3%)，手関節部の骨 ・関節損傷 3171](2，5%)，その

日の多種に及んでいるが，今1"1の制作ではノ、スケットボ 他3例 (2，5%) と統いている， Mallet fingcrを 9例合

一ノレによる外傷が多いのが村徴であり ，スポーツの中で んでいるが，什折を伴うものと，腿断裂のみのものとに
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分けそれぞれの項に分類した.指の骨 ・

関節損傷では， PIP関節の損傷が多く，

次いで末節'I~J・，中節骨，基節骨 "'J 折の l順

であった 比較的めずらしい症例として

は， Tiij記の重度開放車IJ2例，サッカーの

ゴーノレキーパ ーが受傷した小指の PIP.

DIP両関節の背側脱臼 1例，空手によ

る小指 MP関節周辺の自brosisに起因

する MP関節屈曲拘縮 11ffU， 病的"'J折

の原因が骨髄炎であった 1例などが合ま

れている.

手術例

手術出例は 34例 (29，3;わであり，

中手'円ならびに指骨骨・折 10例， PIP凶

節脱臼 '¥'J'折 91ffu，MP関節脱臼骨折 2

(y¥]， DIP関節脱臼'骨折 11ffuに対する鋭

血的整復術が 221ffu，靭保形成術が 5例，腿縫合術 3例，

球

図 5，バ レーボーノレ仁1"，体育館のガラスに右手を

つっこむ.

右 手

腿形成術 2f71]， r¥11経縫合術 2例であった

まとめ

われわれは絞近 2年間に経験した手の外傷 116例につ

いて検討したが， ハスケットボーノレ， 1Jf.f球による受傷が

1位， 2 {s1:を占め，この両者を検討する と，種 11と受傷

111，受ftj，'illi立とのあいだに凶Aを認めた， j行骨竹折およ

び指関節!日1.F-Iは突き桁によるものが多く， PIP民l.ili'iおよ

びその周辺にみられた。また， 11)#旧例が多いのもスポ-

Y外傷の一つの特徴と忠われるが，青年肘に多いだけに

受傷後のスホーツの継統の問題も考え合わせ，早期診断

と適切な治僚の重要性を痛感した.

文献

1)室田景久ほか 。整 ・災外 23: 1601， 1980， 

2)高川崎夫.災害医学 20: 965， 1977， 

3)渡辺好博ほか整 ・災外 25: 1729， 1982 
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スポーツによる PIP関節外傷

Athletic injurics of the proximal interphalangeal joint 

鈴 木 峻 高沢晴夫 坂 西 英 夫

鈴木正比古 和川 次郎事

1'11'関節は鋭校スポーツ，あるいはレクリエーション

スポーツのさいにしばしば受傷しやすい|刻fのであり ， し

かもその後関節の動き，I事前!などの附~II-;. を成すことが多

し、

過去 5ir!日jに当科でとり放ったスホーツによる 1'11'

凶節外傷は 193{7IJ 195指であ った その|付叔は男性 126

仰J.女性 67t7IJと男性に多かった.年齢117歳より 54歳

までで平均 22，4歳であり， 20政代以下が全体の 84%を

占めていた 受傷手は右 118J行，左77mと7{i手に多

かった. 受傷指は左小指 38，:;(_i小指 36，ボ示m29，右

rl'折 ・7{if，;Wlそれぞれ 26，左広11行17，左示桁 11，左中

ji'l10であった. 受傷時のスポーツ稲 11は表 1のごとく

野球がもっとも多く，次いでソフトボーノレ，バスケット

ボーノレ， バレーボーノレ， ドッジボーノレ， 体J::t， ラクヒ

ー， アメフト， サッカーなどであった， !，耳態は側I!，IJ側

帯断裂 45例 47111，関節什折 67例， )悦臼竹折 23例，)B~ 

F-112 (11J.ボタン穴変形 5例，関節段、作 40WIJなどであっ

た(ぷ 2) ， 以l ílí'i骨折には '1'節~~J"I' l 折 40 (JIJ.法節骨'，'1折

27例に分け られた.病態と受似指との11k1係をみると ，;(i 

IJ~J行，中指， }'~H行ではrt'節竹'，'1 折， )悦Fl'l'J折が多く ，小

折ではM日IJ捌4111 断裂，基節~rJ"IJJ 折が多い15徴があった

スポーツ種 11との関係では，肝j求， ソフトボーノレではrl'

ili'i'l'J竹折，)BI，日骨折が多く，バレーボーノレ，バスケット

ボーノレ， ラグビーは側li\11靭fi;，附i~ ， ドァジポーノレでは基

節"'1'骨折が多くみられた(凶 1). これらの扶忠の治療

は大部分は日IJ子同定によるf;f:-rf・療法であったが，制血的

治療も 44WIJ.全体の 23% に行った

側目11籾'J17断裂は 47指であり ，才i26，左 21であった.

左小指 11，右小m 9，左示折 7のl削であった.原因とな

Key words: athletic injuries， proximal intcrphalangeal 

Jomt 

キ T.Suzuki， H. Takazawa Cl'm長)， H. Sakanishi， M. Sll-

zllki， J. Wada 機浜市立港湾病院整形外科 (~231 横浜市'1'
区.1Iilll下3-2-3;Section of Orthop. Sllrg.， Kowan Hospital， 
Yokohama)， 

表 1.受傷時のス ポーツ積 11

スポー γ極日 右 左

野 球 49 37 12 

34 27 7 

バスケットポーノレ 24 13 11 

バレーポール 19 8 11 

ドッジボーノレ 15 5 10 

体 t栄 11 7 4 

ラグビー 6 2 4 

アメフト 6 4 2 

サ γ カー 6 1 5 

空 手 5 2 3 

ノ、ンドポーノレ 4 4 。
* ill 4 3 1 

その他 9 3 6 

表 2.1'11' 1均賃I外傷の疾\!，!，~Ij分額(J行数)

f長 ，也、 右 te 観血的治療

~lIl 副籾 {!i断裂 26 21 47 8 ( 7%) 

|対節'i'l'JJr 46 21 67 9 (13%) 

脱 rI 'f'f JJr 231 21(問〉

Jllt r I 3 12 I 1 ( 8 ~ぬ

ボタン火災]移 5 5(100%) 

関節拾、強 24 41 o ( 0%) 

118 77 195 44 (23%) 

るスポーツは野球 10，パスケ 7 卜9，パレ-9などであ

った. 挑仰lが 34，尺側が 13と撹側側副靭，;17が多くみら

れた. とくにパレー，バスケットの小指院側側日11籾初断

裂がn立った.治療は保存療法が中心であ ったが，鋭血

治療も 8例に行った.観血例は新鮮，1凍旧 とも 4例であ

り，術前のストレス角は 5{7U平均 26.8
0
とUfJl、ていた.

手術方法は長11自IH'J片を伴う 2{7IJには Kirschner鋼線に

よる整復同定を行った.新鮮例は端々縫イLI涼旧{7IJは縫
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締術， pulled oul wire法を行った. 術後不安定性は改

善され，ストレス1(1は平均 7.40

に減少した ROMは

平均 88
0

とほぼ11'焔に川復，スポーツl1iifiJJに復帰してい

る

PIP関節I)jおよび|長lili'i周囲'目折は 67{111であり， 中flij

"'J骨折が 40仔11(;{ i 33，左 7)，基節竹'll折が 27例 (1，

13，左 14)であった Ji'iJjlj受傷頻度はrl-'節"'J"，i折では才1

IJ "指 13，右~i指 9 ， 1i小指 ?と右手J行に圧倒的に多くみ

られた.これに比し，基節什骨折では阿小1118，f，I，j.B;H行

3， I'r.j中指 2と左右対局、的な頻度であった.受払;原[刈は

， 1"節'1'1"，'1折では野球，ソフトボーノレ，バスケットであ

り， ~L~節骨'局折では野球， トァジボーノレ，ソフトポール

なとeが多かった x線像を検討すると ，中節骨汁折では

z?~!1肋刷新部での刻印Hl 折である hypcrextension sprain 

fracturcが 25例ともっとも多かった.

この竹折のうち 5例に mallctfingcrを

合併しており ，mallet自ngeIの受{t)j機11去

と強く l共|係していることを示唆してい

た. 次に corner avulsion fraclurc の

6例，小児の epiphysisでの什折が 5

fJlJ. 背側の dorsallip fracture が 4(911 

みられた.基節'¥'J""J折では corneravul-

sion fractureがもっとも多 く12例， 次

いで果部骨折の 10仰.J. 関節面にまたが

る斜'汁折が 5仔11みられた 治療はL、す.れ

も日I1了固定により，転{立の大きな場介は

Ki悶 chner鋼線により制Jfl且的に整復同定

しt.:.

q，11¥・111t'i 般臼骨lIi益11¥11:11:訴 例制靭機眠111

i "0 "1 20 21 30 31 

野 球

ソフトポール

パスケットボール

パレーポール

ドyチポール

体操

ラクピ

図 1 疾忠とスポーツ縄円との関係

)BI.臼'丹折は 23仔1) (イi15，左めであ

り， 1，環指が 6fJ~， 右ぷm，中折，左小

指がそれぞれ 4例であった.スポーツ種

円はソフトボーノレが 11例とも っとも多

a. 受傷 時 b.術中 C. 術後 5ヵ月

く，次いで野球，バスケットなどであっ

た. 什}十の関節面全体に占める'，111)0は平均 37%であっ

た 治療方法は保存療法が 2例，観血的療法が 21例で

あ った 保存療法の 2例には McElfreshの exlenswn

block splint法を行 った.観血療法を行った 21例の内訳

は関節同定が 2例， Wilsonなどに準じた Kirschner銅

線による 'l~ 片の問定が 11 例 Donaldson による 90。 州

出II'立固定法が 8例であった(図 2). 19例の術後 ROM

は平均 640

であり ，T:TIIIIIが平均 81
0
，や11股制限が平均 17。

みられた KirschncI釧線による"，].J:-j;r;J定と Donaldson

法との術後 ROMを比較すると ， lIIi者は 11例平均

52.720

土14.52であり，後者は8例平均 75.63
0

土 17.93

(Donaldson法〉

図 2. j.日例 9 (34歳， 男〉 のX線{象

であった 両者のあいだには有志水準 1.0% で有意の差

が認められた また，仲展~jlj限は骨片日l定では 11 例平

均 22.450:1::8. 86， Dolandson法は 8仔IJ平均 13.13
0
土

8.99で.Donaldson 11、のほうが伸展制限が少なかった.

術後のX線像では全例に'，'J'!窓合がみられ，関節の狭小化

も生じていた. 関節前iの dcpressionはがH!lJに3例，尺

側に 2例認められた.また，陳旧例では関節症のすすん

だ egg-cup状変形が 2例にみられた.

民Jili'iJBI.日は 12例であり ，受傷指は右小J行5，右中指

4，左小指 2，左中折 1と，中指，小指のみであった.

スポーツ筏 11はソフトボーノレ 6，野球 3などであった
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新鮮例は背側!悦円 8，掌側脱臼 1であり，陳旧例は背側

)悦日 2 ，尺~!lJ方!悦臼 1 であった. 1?側!日trl例はサッカー

のキーパーで，試合中右小指を捻転肌1111され受傷した

校側の lateralband と centralslip のあいだに縦裂が

生じ， cenlral slipがはいりこんでいた.

ボタン穴変形は 5例であり， ;{i小指 2，右示折，高1

指，左小指それぞれ 1であ っ た スポーツ種Hは野球

2，ハソト、ポーノレ，サッカー，パレーがそれぞれ 1であ

った 新鮮例 4例の DIP以Jiliiは平均 4
0

過11j1展位，PIP 

I~J節は平均 28 0 屈曲位であった. 関節可動減は平均 28
0

であった Central slip に断裂があり，端々縫介を行っ

た 術後変形は消失し， DIP， PIP 関節の可!日J城はそれ

ぞれ平均 58ヘ98'であった.

以上， スポーツによる PIP関節外傷の治械経験を述

べた PIP関節外傷の予後は可動域制限と修痛がスポー

ツ活動の点から強く影響していた.陳旧例になると著 し

い機能障筈をもたらすため，早期診断，適切な治療が必

要と思われた

文献

1) McCuc， F.C. et al.: J. Bone Joinl Surg. 52-A: 

937， 1970. 
2) I.ec， i¥!.L上I・ibid.45-B: 103， 1963. 
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6) McElfresh， E.C. et al.: J. Bone Joint Surg. 54-A: 

1705， 1972. 
7) Wilson， J.N. et al.・ibid.48-A・493，1966. 

8) 11111 智ほか :奇襲形外科 21: 908， 1970 
9) Donaldson， W.R. et al. J. Hand Surg. 3: 149， 
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スキ ー に よ る手の外傷

一- Skith1UDbを中心に一一

Hand InJury in skiing; ski thumb 

栗 山 自白 山[5

宮岡英世

平 沼

藤巻 t~~ 夫 扇 内 i;作人ー 北 {康 博

滝川宗一郎 山 上繁雄 阪 本 桂 造

晃 上村正 吉 川 代善久本

われわれは過去 26年間に 47，158 jj"1~例のスキー外傷を

とり放った1-3) このうち最近 8年間のTiiil腕から手の外

傷について調査した.

調査対象

1975年より 1982年までの 8年間の久 キー外傷患者は

9，172名で， このうち前腕から手の外傷忠者は 723名

(7.9%)である.性別では男 594名，女 129名，左右別

では右 378，左 348名，年齢別では 20歳代 485，10歳代

Key words: ski thumb， ski injury， photoelastic experi-

ments 

* S. Kuriyama， E. F町imaki(教授)， M. Ohgiuchi， H. Hojo 

(講師)，H. Miyaoka， S. Takigawa， S. Yamakami， K 

Sakamoto， A. Hiranuma， S. Ucmura， Y. Tashiro: I昭和

大学警形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， School of恥fedi-

cinc， Showa University， Tokyo) 

表 1.外傷の種類および音s位(1975-1983)

|前 腕 |手関節|手 ・手指| 計

切附ll i 74 I :~ I 2:: ω (61. 9%) 

作折 1 13 i :~ :~ I ~~: : ~~. :~~ 
は挫 1 38 1 85 1123 (17.0%) 

脱 rl I 15 I 15 ( 2切〉

打撲 10 3 15 1 28 ( 3.9%) 

その他 1 1 1 3 ( 0.4%) 

1 98 1 国 1 477 1 
言，. 1(13防 )1(20防 )1(65防 )1 7 

129， 30歳代 81名の11頂である.

結果 (表 1) 

部位別では前腕 98名 (13.6%)，手関節 148名 (20.5
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表 2.Follow-up 
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鍵断裂
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6 )スキーで同一部似再発

スキーによる前腕力、ら下の外i刷、者 723例中，竹 ・関節JWおおよび腿裂 275例に対 し7'/ケーけ暗の紡*87 {7IJ (31. 6%)の

回答を得た.

¥ tl-，ii ¥ N = 34(28.8%) じ志位(籾期日偏)IN =70(59.3%) 

f員{耳側 不明

後側 「、 尺側

10 

図 1.母指損傷 (skithumb): N=1l8 

¥!itE3[ N=14(11.9%) 

背恒:s~1'11 

7日
4克明l|1
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f .."，，~ o.~... ~附'叩 ー
では解JiXしたものが 2/3以上を占めるの

に比べて，上肢切挫f:IJでは 1/3であり必

ずしも解放していない.

日・ Sl ' .. ， ~..・句

)泣l析2.!を合併するものは 30J院で手切

伸行IJの 6.4%である.スキーエ y シによ

る切f:IJは cleancutであり，われわれは

胞の一次的縫合を版J!lJとしている

\~下/ / '，')折は 1211yl]で rl'手骨'iJ'折 (53例)，

挑'1'1"末端骨折 (38仔11)が多い. tr~ 2から

おí~ 5 rr手官官折に関しては，われわれが

以前発表したようにストックを握り手l剥

てつ

節学屈，回外位で手背を宮前iについて転

倒したさいに，中手骨什iiJiより ilij!i:1J'向の

力が加わると同時に握ったストックを支

)，I~ として中手骨に屈曲捻りのカが働いて

螺旋骨折が発生するり.

段、挫 ・籾帯損傷は 109伊lで母折 MP

関節 (61例〉に多発し手関節 (27例〉

にも多い

脱FIは母指 MP限Jilij8仰1. TP凶節 3

例， CM関節 3仔1]など 15例で{:J:t:1タIjに

多い.

母指の骨・関節損傷 (ski thumb) 

(以11) 

切l'l:iilJを除く '1'1・関節損傷 2451yljのう

ち(:H行列が 118例 (48.2%)と1/2近く

を占める そこで1':]指の什 ・J)!J在日損傷を

~il しく調べた

竹折 34例のうち第 1小手'Il基部の横

"'J折が 14例 (41.2;めと多く，次いで

基節骨基部尺側および仁l'手'I'l'DJi尺側の靭

'li?付新部長IJ隊骨折が合わせて 8{Jljであ

る.

光開性紛像 JM辺応)J分布 最大切断応力線図 捻挫 ・靭f17損傷は 70例で， MP IlJim 

尺側側目11靭帯損傷が 52例 (74.3%)と多

し、

図 2.スキーによるほ指損傷の光開性実験

%)，手 ・指 477名 (65.9%)です三指に多い.

t(，:也別では切挫創 448名 (61.9%)， 捻拘 123名 (17

%)， 'lI折 106t'， (14.7%)，打撲 28t'" )Jltr 115名であ

る

切挫創は 467例で手背側に 399，手当主Mに 68例と手1T
側に多く，また焼側に多い。受傷原同は転倒H寺に自分の

スキーエッジによるものが 30%以上を占めてもっとも

多い.また， ピンディングについてはDJ'ilifl・顔面切挫.QIJ

JIlt日は 14仔11で挽似IJ1 {7ljを除いてすべて背側脱FIであ

る.

二次元光弾性実験 (図 2)

付JRの'1')関節損傷の発生機転を調べるためにレジン模

型によるご.次元光開性実験を行った. 1)外転強制荷重

では MP 凶節}~{j!IJの側副靭帯千bYí 部に強い引っ張り応

力がi動き，この籾fi;の損傷と靭?il付治部主IJ雌'1')'折の発生

を，また， 2)過{ljl展強制荷重では掌側に引っ張り応
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力， 11刊!IJに)1紛j応ブJが加わり骨折や脱臼を生ずる可能性

があり， 3)ストックを握つての内転強制荷mでは第 1

'I'T'I'J)，~ ii刊に1111げ応ブJが加わり ，ストックを支点として

このimのWi'J'J'.JJiの発ゃを示す.

アンケー卜調査結果(表 2)

これらの!，i例のうち， 骨 ・関節損傷および血t断裂 275

3おに対しアンケート調査の結果 87~ろの 1"1 71=を得た 川

七後の治療は捻挫群は湿布または枠.い1;';I'.<i.:が，什折f，下は

ギプスやシーネ|判定が，腿裂も全例1，';I7Eが施されてい

る.治療JJ;lJ問はそれぞれ平均 2.9，5.3， 4.5迎である

普通に使えるまでの期聞は平均 1.5， 2.3， 3. 2ヵ刀であ

る. 11常生活での予後は捻挫群に運動附合， j的|礼服11長

などをみる例が多く，治療法，同定期川が不適当な結果

と考えられる

文献的考察

Brownc')は， ski pole thumb injuryの発生機転を前

方転倒叫に strapが手首を凶り手当主をjIfjる普通の握り方

ではI:Jj行は polc と strapのあいだにはさまり外転強jljlj

され，っき刺した poleをてこの支点として母指尺側面

に強い力が})IIわり籾什;損傷や付着部剥離骨折を生ずると

述べている. なお， 木損傷はわれわれの症例では 60例

でf:Jj行外傷の 50.8%である.

Gelchrler6) はスキーの母指損傷のメカニズムを， 1) 

挑M外伝， 2)過伸展， 3)内転に分け，定型的な 1) 

続似11外転損傷では MP 関節尺側の ~111!，.; 11例市制傷や 付~\

部長IJ離骨折を生じ， 2)過イlt展m似では volarplate損

傷， 1'fM脱臼，骨折などを生じ， 3)ストアグをしっか

り保って転倒した場合には第 1中手'，'1に強い|付転ブJが働

き，内転損傷として第 1'1'子'j'1謀部の航'¥'1'折 やまれに

Bennell '，'J折を生じると述べている.

Carr7
) らは米|叫のスキー場での統，lIーのfe}(で， 4381JU 

のスキーによる 1.1伎の外似のうち 162(71] (37%)が):J::ti1

MP 関節尺~lIJM!，\11 籾fiJ'の損傷と長IJ離骨折であり，これは

スト ;J " のtNりブiによるとしている.すなわち，従来の

ように strapと glipを豆ねてもっと母指竿側で strap

が常に緊張 (Iockcd) してお り， このため転倒時に母折

}¥.'.1)[IJに緊張ブJが})Ilわるためと し， strap を藍ねてもたず

に freeにしてもつように提唱している。

また，渡辺町らもこの種の外傷に対しストックの屯要

性を述べている

予防のための DINおよび ISO 規格

予防に関しては，もっとも多い切抑制にIYoJしては手

袋， とくに手関節部に皮Ii守録出部をつくらないliijJ加まで

の長い手袋の活用が望ましい，材質も í' 'f ~!IJにプラスチッ

クなどの プロテクターのはいったしっかりしたものが盟

ましい.

8ki thumb予防に以|しては[:):指の過度の外転力が働

いたときには strapのはずれる safetystrap付ストック

や，グリップエントが刀のつば状に大きくなって内転損

傷をIWぐものなどが盟ましい.これらストックの形状に

関しては DIN (ト‘イツ工業規格)9) や 180(国際標準

化機構)'0)による脱栴で規制される見込みである.

文献

1)栗111節目11ほか:捻 ・災外 25: 10日，1982. 

2)栗山節郎ほか :7-、ポーツサイエンス 1: 462， 1982 

3) }蟻巻悦夫ほか I，i]上 1・441，1982 

4)藤巻悦夫ほか整形外科 19・1063，1968 

5) Browne， E.Z.: Plast. Reconstr. Surg. 58: 19， 1976. 
6) Gelehrter， G.: Verletzungen beim Wintersport， 

Ferdinand Enke， Stuttgart， 1966 
7) Carr， D.: Am. J. Sports ~Ied. 9: 378， 1981. 
8)渡辺好博ほかースポーツサイエンス 1: 472， 1982 

9) DIN 7884: Deutschc l¥'ormen， 1977 
Deutsche i¥ormen， 1982 

10) ISO-DP 7331: 1982 
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ソフトボー ルによる指の二重損傷例の力学的検討

恥1echanicalanalysis of double lesion of自ngerinjured by softball 

小 島哲夫 城 戸 TF詩

光安工夫 小林

ソフトボールによる末節1-Jイ!1 1m)血~付万部の骨折は， ス

ホー γ外ft)jの'1'でももっともよくみられるものである

が， 二つの折節竹に}~~H あるいは'，'j 折を伴った症例は少

なく， m{J，まで受傷機転について郎fつしたものはない.

われわれは 一つの指に二'T!JJl似のあ った例を lO例経

験したので分類を試み，受似のさいの))学的機序につい

て検討を加えた。

症(7I)1;t!}j8 (71j， 1;..-2 例で::ド申告分布は 17~52 成であ

るが， 20~30 歳代が 8 例であり大、いを占める 受傷指は

環指 5例，示指 2例，中指 2例，小指 1{911であり，政:指

が多かった 左右別では，右が 8例1， 1i.が 2例で， Lcの

場介は， 2例とも示指であった.治療の詳細については

名目前するが， 7例に手術的治療を行L、3例に似イが的治療

を行 った

払;に，受傷H年のX線像から， 1型と 2型に分類してみ

た D1P凶鈴lに屈Illi力， PIP 関節にやIl}.民)Jがかかった

と考えられるものを 1型とし ([><11a)， DlP PIP関節

にl'iJlL'iに.iJ.'.¥l'I'}Jkj)がかかったと考えられるものを 2型と

した(凶 1b). 10症例lをこれに従って分類すると， 1 

型 8例， 2型 2例になった

どのような力がかかったときに'1'1折が起るかコンビュ

ータによるシュミレーションで分析した.これによると

指尖部に折の1jl;側て、軸方II'Jに近いところから力がかかる

と，末節'11の匁側に正紛ブJがノ|じ， [liJiiiHこ斜め方向に見

断力がかかっているのがわかった(1:'<12).1キノJri'jから

のカに対してどういう力が生じるかは似13にがす.末節

'ri'のijijh方向からまっすぐにゴ)Bがかかった場介には，関

節l自には平等に応力が分布していてH)fMは起らないが，

Key words: phalanx， fracturc， sports injury 

功 T.K句ima，M. Kido:九州大学整形外科 (Dcpt.of Orlhop. 

Surg.， Faculty of Medicine， Kyushu UnivcrsilY， Fukuoka): 

H. Tsumura:九州労災病院整形外科; S. Himeno 福1/(<)市

山、二ども病院整形外科 M.IVlilsuyasu 光安整形外科 A.

Kobayashi (院長):福岡整形外科病院; K. Katai:汁m柱形

外科.

rlt 十、l リム 姫 野 信 吉

" 1111 Jl-)1: :'昌 三ホ

a・ 1)~! m傷 b. 2型損傷

図 1.

'，'1幹部に斜走する的断力が生じる 少し!Iqh方IIijから離れ

た力Cがかかると ，末節汁?デ側の|刻ili'if(!Iは巾節'，'1"'丹liJl

に衝突し，末節"'J・の学MにIl:力が集中し，関節l簡を合む

等:側基部の'，'I折が起る さらに力の方向が傾くと，より

狭い範聞に}IヴJが集'1'するようになり "?Mの'I'i'J¥-が小さ

くな ってくる 同線に柄hより-，'yfJllJのj)は|見Jililifliのi'刊!IJに

骨片をつくる。 このよ うなブJが PIP，D1P [l.lJii↑Jの 2ヵ

所にかかると， 二重損傷が起るのである プJの)jlI'jのわ

ずかな速いによ って'汁片の大きさや， :!1 Hらの }r~がさまざ

まに変化する。

他]幣プJがかかった方向と二弔一損傷が起る機作は凶 4の

ようになるとHf定される. まず 1型損傷は， PIP， DIP 

関節やや1:1¥1111位で，末節の劇hよりやや?刊lIJで， 'I'il?iの'14h

よりやや'字'側の)Nリから力がかかると，末節"，]，ではやl'筋

出nイ、l li ，'iIlの '1什打が起り，さらに中節骨には，学~lIJ絞イ、Uí

mの')')折や PIP [V:!節の千T~!IJ脱 Flが起る(ド14 a) 
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2 型損傷は，末節の 1ql!のやや'字:~!IJから力がかかると各 基節竹頭部骨折を伴うものであったが，いずれも各関節

|共l節に!主紛力と過イIji)民力がかかり，令官!IJ板付着部の'1'1折 に過仲良力がかかったものと考え， 2型とした

を起すと考えられる(凶 4b) いずれにしても， mの 考 察

'lij!I)Jro'Jに近い)Jro'Jからの))がこうしづ外(t;jを起すようで j求N:'I'にボーノレが吋 って折節'l'i'に'¥'J析やJllGF!を'1・じる
ある

l型の 8例'1'，7 f'l'llは典型的であ ったが， 1仔IJは末ilii

'，'1で}1I:rJl!型のhVi'I'j折の形をとっていた.この骨折は末節

'1'1の'Iijl!より 1'fMからの)Jが働いたものと考え， 1型に分

類した 2~! 2仰jのうちの 1f911は， DIP 1刻節がJBGF!し

〉ーベ
10 N/mm 

a. 圧力の分布

1h断力 !~;J

10 N/mm 

b. 9Y断力の分;(ri

図 2.かかった力と圧力 ・切断力の分布

f行の軸方向より少し等;側から力がかかると関節商

の'学側に力がかかっていることがわかる.

a・ 1J¥lHl1傷

〉一一一〈

10 N/mm 

a・背側に圧力がかかっている

B 

〉一ーベ

10 N/mm 

b. 関節面全体に圧力が分布している.

〉ーーベ 'c 10 N/mm 

c. 誇・側にFf)Jがかかっている.

d・省主側の狭い範囲に大きい圧力がかかっている.

図 3，力の方向と圧力分布の変化

グ内、脚力

ピイク

グ
ゲ

b. 2 J~) 担 i 傷

図 4 二つのタイプの背・折の起り力

__D_j 
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と，一般的には，この外傷に対してっき折という名称が このような二重損傷がどの位の頻度で起るものだろう

用いられている 指に対して長州方向の力がかかったと か PIPrJl節の脱臼骨折に DlP関節の損傷を合併した

きに，このような損傷が起るものであるので，この言葉 例として i創刊は 38指中， 7指， IU中は 39m巾 5指，

はよく態を表わしている McElfrcshが 17指中 2mあったとしている 比本から

j来;1:の9'には，PIP関節の-lrMJBIJIやtiGH'iが起るため いえば，PIP関節の脱臼骨折のうち 1~ 2;'11]に DlP郎

には，長柄li方向からの力による川紛ブJが必要であること の損傷を合併するものがあるといえる な外に多いよう

を記1践しているものがある 指のí~hから離れた方/('1 の力 なので，見逃さないよう旅立が必要である

がf行尖にかかった場合は学側からの力に対しては，各関 ま とめ

llnがある程度i伯仲展をして，二つの関節に同時にfE締力 1 )ボーノレが当たったときのような一瞬の衝撃力で，

がかかることはない.n~!IJからの力に対しては各関節が 指骨 に'，']折が起る とき，その力は指骨の長柄h方向に近い

屈曲し，力を受け流し， fi-折脱打を起す力になりえな 所からかかっている

い 2)このカの方向のわずかな差で損傷の形が異なる

藤問は PIP関節脱臼骨折の症例の中に槌指を合併し 3)損傷の形の違いから二つに分類してみたが，その

たものがあり，この外傷の発生には， PIP， DlP関節軽 中で 1型 (PIP関節の脱臼骨折， DlP関節凶指〕に属

度屈曲位で長柄h方向のカが作用する必要があると述べて するものが多かった.

いる 藤聞が推論したように，われわれのコンピュータ

シュミレーションによる方法でこのことが確認できた.

この方法は問IJ体バネモデノレを使用し|苅節にゴJがかかっ

たときの応力分布を数式のH;Qで求めるものである. 指

関節のような簡単な形の関節ではこのがiJ裂がかなり信頼

がおけるものである.

文献

1)生川義和ほか :整形外科 33: 1380，1982. 

2)藤山菅也ほか :同上 27: 1428， 1976 

3) 11111'陸棚ほか:同上 33: 1377， 1982. 

4) McElfresh， E.G. et al.: J. Bone Joint Surg. 54-A 

1705， 1972. 

スポーツにおける手の循環障害について

VascuJar insufficiency o[ the hand in sports 

菅原誠

石井清一

福 111公 孝

岩田千男

薄井正道

佐々木鉄人

池 田 浩 之

荻 野 利 彦

1可木 喜満本

手におけるiJI目以降害としては，以質的な動脈1.:111出と機

能的な血流障害の両者が存在する ある特定の職業で

は，繰り返された局所の外似に基づく循環障害が存在す

る 一方，スホーツにおいても手学却を拶[1"/に つ い た

Key words: vascular insufficiency， sporls， bascball 

ホ M.Sugawara (医長)， S. lwata (部長) 札悦逓伝病院整

形外科 (@>064札幌市中央|吐南 1:条阿 15J日;ScclIon of 

Orthop. Surg.， Sapporo Teishin Hospital， Sapporo); H. 

lkeda (医長): /，;J病院外科; S. lshii (教綬) 北海道大学保

健竹J1J!七 γター;，¥1. Usui (潟侃D，T. Ogino， K. Fukuda， 

T. Sasaki c，;~i印!i )， Y. Aoki 北海道大γ牧形外科

り，ボーノレを受けたりすることにより手の術保障害が，}1 

き起 されることは十分I'illlJされる.われわれはスポーツ

が原因で発生したと思われる手の循環障害を 6例経験 し

た そこで，札幌市内の大学運動部員 1371"，を対象に11'1

桜検診を行い，予のP円以1附'，'干の実態を調合!した

症 例

われわれの経験したj，E例は全伊IJV:J-f-運動j握手であり，

年齢は 16成から 28歳， 平均 19.5歳， 競技種 11 の /)~，1J ~

は，野球 4::1う， ハンドボーノレ l名，バレーポーノレ 11:'，で

あり，イモ例がJI平11き)腕の/正予に'feぺ二していた. j，"I'状は，



スホーツにおける 手の循J~~~'~:'I

図 1.症例 1の血管造影

左示J行の挽側指動脈は中手骨頚部から，尺M
J行動脈は PIP関節部から閉塞している(矢印).

表 1.症例の臨床{象

case 1♂:〉SPOIts 山 i叫 pi山 E

1 I 19 basebatl I coldness of the left indcx日ngcr

2 1 16 basebatl coldness of the left indcx finger 

3 16 basebatl 1 coldness of the left indcx finger 

4 28 basebatl I coldness of the left index fingel 

5 22 ' handbatl coldness of the left m， IV， V 

lhgers 
hypothenar tenderness 

positive Atlen's test 

6 1 16 I votleybatll coldness of the left littlc自nger

I hypothenar tenderncss 
positive Atlen's tcst 

1637 

図 2.!，EO"1i 5の血管造影

尺1'i"動脈はイJ}'{~ 'i'l の鈎 gil末梢で約 1 cm の完

全閉;患を認める(矢印〉

続技種 [1

表 2.1直接検診の内訳

IfiJiMt-X {to ~ I競技経験手指循環被検-X年齢 |!年数障'占
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症例 1.19ぷ，大学生野球歴 11ir:， -，lli f:.. 

小学 5年生より目f球をkfiめ，高校 1{I二よりli1!式野球に

変更， ~ì;~'に一主11 を? っていた.山校 3 1fごろより在不折

の冷感を nJ:tした 大学 j{I'-'Iーの 1983年 1月当科を受

野球の 4(91)全 WI)が長lìJ求 1J!11 の t~ノJ、折の冷肢を 1 ，U~ とし ， ハ 診した 初診11寺， /'>1、指はIjJ)らかに他J行より冷たく，

ンドボーノレ とバレーポーノレの各 Hうは， ;":'1'・以 ・小指 cvanoticであ った Jl¥I!I に I'I \，、横線があり，変}r~" ， i:~め

あるいは!i.小111の冷感，しびれ!肢を主訴としていた ま た. 1幻N!I"lは右示指 34'C に対し，左ぶ桁 21'cと低-f

た，小指1j(，'rHのJUlfiと Allenテストが尺'，'J動脈で以1'1ニで していた. )[¥Jl.iuテ λ 卜でも;fiぷ指 0.6，p)、に対し，/O1、

あった(表 1). Hl 1. 2 秒 と liM:を I~包めた j辰五)j覚も 125Hzで右 OdB，

次に代表的症例の 2例をすお介する. 左 12.5 dB， 250 Hzでイ12.5dB，左 22.5dBと左示指の

振動覚の低下が若切であった サーモグラフィーでも左
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1638 巻 34 ・ ~; 12 (臨時猶 刊) 整形外科 1983 f!，-11刀

case 1 case2 case3 case4 
直接検診

8aseball 

case 5 

Handball :Occlusion 

図 3 血管造影所見

野球 4例はすべて捕球側の左示f別行動脈の閉塞であり，ハンドボ

ーノレの 1例は尺骨動脈の閉塞である

手の循環障害の実態を把握する目的

で，札幌市内の大学運動部良一一野泳、 72

名， ハンドボーノレ 35名， バレーボーノレ

30名の計 137名を対象に直接検診を行

った(表 2). 検診者全員に対し， 手指

の冷感， しびれ感，蒼r-Iにな った経験な

どのJ:U診を行い， Allenテストを施行し

たところ，ハンドボーノレとバレーボーノレ

の選手には手の循環障害は皆無であっ

た一方，野球選手では 72名巾 29名，

約 40.3%にた示指の冷感を経験してお

り，とくに寒冷時に判明であった ま

た，検診時に左示指の冷感とチアノーゼ

を認めた者が 1名存ずIτし，サーモグラ フ

ィーてー左示指の皮!内ifniの低下を証明し

た.さらに野球選手 29~， 9-' 22名は内野

手であり ，中でも ~l:{手が 6 名ともっと

示指の皮!内温の低下，指尖終的脈波でも波高の低ドを五11

切した.血管造影で、は，た示tl'1挽側折動脈は基節骨頚部

のレベルより閉'Jf;，尺側指動脈は P1P関節t'mで閉塞し，

末梢は部分的に造影されるのみであ った(凶 1) 

症例 2.22歳，大学生 ハンドボーノレ

日校 1年生よりハンドポーノレを始め，競校IJfl始後 6年

1-1に，左中 .JJ;1.小指の冷感としびれ感および小指球部

のIfd;摘が出現した 1980年8月当科初診，た小指球部に

圧痛を認め， Allenテストが尺1!J動脈で陽性であった

血管造影で， )~骨動脈か有鈎'rl の鈎部末判。iでが:; 1 Cm完

全に|別法していた cl刈2)

血管造影所見

パレーボーノレの 1WIJを除き 5WIJ全例にIfll管造影を行っ

た.野球の 4例はすべて捕球側のた示mの血管:病変が主

であり， 4仔IJとも分節的なti'i!fV1脈の院Ii;t:と狭窄を認め

た.一方，ハンドボールの 1例は尺什fY1脈の有鈎什i部で

の完全l.'fl水であり，いわゆる hypOlhcnarhammcr synd-

romeの病態と一致して L、t.:_. 他のf行動脈にw.n・を認
めたのはf定例 4 の環指焼~!llt行動脈の分N'j(j.)な en~;~の 1 {7"IJ 

のみであった 浅またはE経常勤脈つが不完全であったの

は症WIJ2の 1例のみであり，他の 4j，'I'例には異常を認め

なかった(図 3). 

も多かった.

考 察

スホーツによる手の循環障害の総代は少なく，きわめ

てまれであると考えられていたり2) しかし われわれ

は大学野球選手の約 40% になんらかの手 J間n~1~;~:~I;. を

経験していたことを認めた しかも全例がjili球側てーある

たぷ指に発作ーしていたことがもっとも大きな特徴であ

る.すなわち，野球選手の手指循環障害は，ボーノレの捕

球のさい， !己示指 MP関節部に衝撃が加わり， この衝

撃が末村iに及んだために，lr:ノj司行指動1V~の I!ll l.~を生じた

ものと封f'd[lJされる しかも，一明手はボーノレの術慨を緩

和lするよりむしろ逆に衝撃を強く受ける品li球!fjJ;('ドをして

いることが一塁千に多く発つする原lぺと思われる.

ープ)，ハンドボーノレの場介，競技の性絡じはに手学を

つく機会が多く，とくに倒れ込みシュートの場合に~I;利

き腕をwについて倒れる動作がみられる.このような動

作により小指球部に反復して外傷が)111わり， )~竹動脈の

閉;本が発生したものと忠われる

文献

1) Leonid， C.: H.adiology 102: 331， 1972 
2)奥rlt.r!ll:整形外科 31:877， 1980 
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女子バレ ーボー ノレ選手にみられた焼骨疲労骨折の 1{9!j 

Stress fracture of the radius in a female volleyball player; a case report 

杭1-li古司

大久保人ーx子

屋:白:公*

熊野潔

金子不11夫

ι11嶋寛之

万五I~寺毅相l

村 i頼研 -
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aの砿大X線(象

略
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守

.時
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，
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-
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号
守
・
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b. a・初診時， t;先'iJ中 F1/3外

側に骨皮質の膨隆がある.

図 I

日咋

4F 

!日l腕の波う)'，'1'折のうち尺'fl'に関するものは 1941年の

T1'oelJ1)の宇f).竹を附矢とし，木邦でも最近よくみられる.

しかし !;t什の波労 '~1'折はきわめてめずらしいと思われる

ので，川!仰|を判1i~I;Uγi の文献がj考然を JJII えたい

症 例 16 i，な，女 10:)校ノ二レーボーノレ:dtiT 身長 160

cm，体'T(52 kg， fi;fllき.

主 訴:11川jト川‘.)1戸阿百司11い内λ付l位で物をも tち，>-1:-，げるとき， ，腕抗立て伏せ

11 

家族歴 .既往歴 特記すべきものはない.

現病歴 :1982 ~ド 8 月 1 5 日より紛!í可試合を f肘1 3 ~ 4 

時間行 ったところ， 10円11ごろよりレシーブとスパイク

19J1'F，とくにレシーブで強い疹h討を覚えるよ うになっ

た 4 迎の休後で 1客Ji'ííは消失したため，器~刊を|ヰび始め

Tこところ， 7 n 11の 10月 11十lに同じ くレシーフ♂とスパ

イクで疹州i'J発 10月 16日当科初珍

初診H年，布liij腕に軒)交の1種目，<，続竹1'1'央)'(jlに沿う圧

Jl"íÎ ・ 運動焔を認めたが，皮下出 r(r1.全~\感，事1 1経杭状，阻

J(Jlの所見はなかった.

X和弘前後{象で，ちょうどボーノレレシーブの場所，続背

中下 1/3 外側に'I~')主質の l彫降を認めるも ， '1'1-1斤線，骨髄

いl限!化像はなかった(閃 1)，99mTcによる什 scmtJgram

(閃 2)でとり込みが切らかなため， 続什1政)J什J斤の診

断のもとに安的を~じた

同年 11JJ 13 11. 完封より 5週後の側l(nX線像で liij

7j'li'，文民に斜定する危裂'i'l折， いわゆる conicalb1'eak 

像2)を51するにいたった(凶 3a) 

11月末 11路捕はげi1-と n1;r;生活動1'1での慾訴はない.
-
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g9mTc干j-sCHIt】gram (発症より 15日目〉
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図 2，

Key words: slre55 rra仁川re，raclius， sports injury 
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病院スポ_';;終M外手f(事2ll)11崎市中lliI区本月jl'占 2035:

Orthop， Sports九!ed" Kanto-Ro5ai Hospital， Kawasaki); 

H， Nakajima (教授):東京大学教薬学部 1.Yagi (部長): 

船貝保険病院整形外科.
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考 察

体恨の1'1荷のかからぬ |二)伎の妓労廿折は比較的少な

く， これまでに肩 1 f1甘烏 ~l 突起， J二腕1l，続パ']']'，干I鈎

什 rド手'丹の例が綴f1されている.

そしてスホーツによるlIiil腕の波労骨折は，バレーポー

ノレ3)，ソフトポーノレ3人剣道4，5)，休J魚川野球6)で尺'1'1に

経企ーし， {:~.船は 14~ 19 歳で r~ ，'J 校~I :.vこ多い. 当利例は 16

歳で年齢はほぼパ'斤の症伊11と同じである.

t;Hiのスホーツによる波労']'[折の仔IJは，われわれの渉

猟しえた範問て、は Farquharson-Roberts7)の 1例しかな

く，きわめてめずらしいものと思われる.彼のJ，('{jljは 23

歳男性。 2人で 400kgの大砲の砲身を前腕にJ包え移動

する競伎でi，lITMに発生しており， X線で桃'庁'1'央外側に

甘皮質の膨降と骨折線がみられ， '，'J折線は'I'JiHiを斜

走，当科例と附似している

スホーツ以外では， '1'1'幹部ではなく仇竹jlJ[の妓'}].中i折

が Troell')により報告された 11 i/fJ.女子方{JllJでj京国は

裁縫である 川内1"1外の繰り返しにより焼il煩にJ異常な

位、れが加わったためであろう.

¥¥'eigI8)は 47歳男性，右利きの学校教師で， staple 

fastnC'r (ホッチキス)動作を1rf:日 3~4 時間， 3週続け

た結果発生したヰi防'1'1疲労'円折例を述へた.仮'1'1は院tJ'

ド1/3の内側に存在し，骨折線は認められない 原|ぺと

して}j、JI"II勾と母指屈rJII，すなわち方形川内筋(以下 PQ)

と長侍指屈筋(以 FFPL)の overuseにより 2筋の筋起

始i;i;聞に疲労骨折が起ったのだろうと推察した.本例は

1983 {ド 11月科タト青5

1983年 2月，X線で'，')折線が依然として存布し若 1・

の骨髄内硬化像 (図 3b)をみるが'IH念介は順調で， ，診

察上異常を認めない.

なお，クラブは 1982年 10月末日で退紙以後バレー

ボーノレは行っていない

整{!; 34 ・ ~J 12 (臨時増 IIJ)1640 

b. 発症後 4.5ヵ月a. 発症後 5週.

Cortical break 

像を示す.

仁川
1'1' 

J
i
 

凶脳幽

図 3.

Cミ 旬柑榊州岬φ拘帥

叫州制州動~L P 

P 

F 

レシーフ

レシーブ時も著明な放電

段大抵 抗

レシープ時の筋電図

動

最大抵抗運動，

日

図 4. 1'1動運動，

がみられる.
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ム子バレーボーノレ選手にみられた佼'I'l'!l主労'，'1-折 1641 

図 5.'1').L1I'疲労骨折例刊皮質

を本7じじする骨折線をl認める

仁l家筋))によるものと与えられる

そこで‘ハレーボーノレレシーブ時に PQとFPLにどの

くらいの筋爪動があるかをみるため， J引込み屯似により

MJ干!i1;<1を測定してみた 結果は凶 4のようで， レゾープ

H、?の放'疋は11止大紅JJL筋似指(i時のそれとほぼ同じであり，

PQ ， FPL ともにレシープ動作で強く以前Hしていること

がJ確認された.

しかし吋利例の場介， 'I'IJ斤iiilが ¥¥・ciglの{以内よりは

近伎で FPL 起始1iI目のほぼ'I'~で あり， しかも外~[lJに似

li~r':し，骨折線は竹広貨を斜めに走っている これは1::<15

にぷすように[1'1述外))による9) といわれる'1'JL'I'j'jJJL:)J'I'j 

折にも認められる形態である.

尺骨疲労竹折の原因は Evans'O) が述べるごとく JH)ni

11111"1外位での lirtingによるものとされ， '，'1折は主にf)li

'，'1折の1肢をとり， ノミレーボーノレj握手に多い これに対し

当利焼骨疲労'1'1折例は竹折Mfの(、1.[凡形態から考え， IJ.J 

1"1内川外中間1¥1でなされるレシーフ動作での， ボーノレに

よるj(1述外プJで)['1したものと!心われ，介j主外))による

)~'I'j の場合とは刈JI.(\(I'~である

)) 1比て高校生のII .~ J~JはいまだJHAij的に未熟て、あり， レ

j ーブIL'jの衝撃をうまく緩衝できないこともお叶iに加わ

るストレスを.!f1))11させる一因となる また成長するに従

い， 'llの，'JJ:え性が漸次減少すること，氏子においてはl:.b

校生では筋))が不 |分であることも以閃として与えられ

る

治療はが)il~の公的で卜分であろう

まとめ

パレーボーノレレシーフ切J作による佐竹jJJi.労骨折の 1WIJ 

を報告した ));(1ぺはI((A主外))によるものと忠われ，介述

外)JによるKII"IJ.lZジj什折とは受傷機転を)'Qにする.

文献
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2) Savoca， C..J.: Racliology 100: 519， 1971. 
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7) Farquharson-Rubcrts， :¥I.A. ct al.: .]. 13unc Joim 

日urg.62-B: 194， 1980 
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過去 5年間におけるバレ ーボー ルによる手指スポ ーツ外傷の検討

Injury o[ the hand in vollcyball 

l県 jlS犬

|河川陽生

il.沢存不11

i見野憲一

ハレーボーノレは欧米，i(i凶に比較して，わが同ではセミ

プロ的な一流選手か ら， _iiiなるスホーツ愛好家まで競技

人 11がはるかに多い したがって，バレーボールによる

1'J行の外傷が頻発していると考えられるが，その特殊性

を"命じた報告はみられない

Ij 1"1われわれは， 1978年 1J Jから 1982年 12刀までの

5 '"ド!日lに当院整形外科に来院したノミレーボーノレによる手

術外似，む者 32;('， ， および全114')i 業所9J~ ?ラフFチーム

のj;itj千 2391"，，ならびに日本リーグに所Å~ しているオー

ノレ怯ド男子選チ 20名，の子J行の主主訴を1(1桜検診により

検.i-tした.

-1ー まず，手指のスホーツ外似により外来受診し

たj心、者総数 261名中， バレーボーノレによるものは 32名

(13%)で， '1'f球 1l01'， (~::l%)に訟の、でいる バレー

ボーノレによるj心者の内，V(はVJr 18;('" 1 8~55 歳， 平均

30歳，k r 14名， 13~40 成，、ド均 25 i;~であった 病

態としては，いわゆる外似性関節炎(姶J坐，突き析など

ののち〉が 32名中 13;('，(41%) ともっとも多く，(Xい

で官[111，判例':I::t.l'lfお61'， (19%)， 'I't折 <1名(12%)であった，

'1'fJ求，ソフト示ーノレでl;tしは(しl;tλkらI.lる mallet日ngerり

は 2:f， (6 %)と少なかった。ほとんどのJ，i'fJlJに似存的

治療を行 ったが， 側，，0;1)籾什HflfJ)jのG仔IJ'I'，k小指 PIP

|刈iliJ， k'l'指 PIP1)1:1節の 2WIJに s問川縫令都IをiJった.

2一 次に，II'(t点検診によって全悶 ')i業!9iクラブチ

ームのVJ子20チーム 128;('" 1;.. r 12チーム 111名につ

いて検lばした このうちなんの悠訴もなかったものは.'JJ

r 7 ;('"女子;{;('，と少なく，ほとんどのものがなんらか

の悠訴を布 し ていた.悠，Ui'をt立総(側1，¥1)籾':日損傷を合

む)， '，'J・折， J~~ I刊 に分け， その受1お部(立を検，;，tした t'J: 

Key words: volleyball， fingcr injury，日ngcrcollalcral 

ligament 

オ K.Hara， Y. Talsuzawa(川IJuT 百amagiwa，T.λlaru・

)'ama， Y. Okada， K. 1¥lalano， J. Yoshii: 松下病院盤形

外科(<¥l:0570守口市日削1]'2-16: Seclion 0[' Orthop. Surg" 

l¥[atsushita Hospital， ¥loriguchi); T. Kubo 京都府、'，x<科

大学幣Jf手外科

1111探折夫

，17 )1:次 郎

)L山 俊行

久保俊一*

j'i!では児 fにおいて，母指 MP関節および他指関節の

受1むが多数を占めた.女子にも同様の結果が得られた

が，男子ではみられなかった右手関節の受傷が多かった

cl立11). nJi1 MP 1*)節および他指 PIP1刻節の受傷傾向

は) 't'1'折のl死ftのある男子および女子，そして脱臼の既

往のあるVJiおよび女子にも数は少ないが，認められ

た

-3 オーノレ訟下チーム 20名についての川様の検

診では， {古利4，骨折，脱臼とも事業所クラブチームと受

傷部位は|υ1燥の傾向を示すが，骨折， JB~臼はおのおの 20

名rl'5;('， (25%)ずつに認められ， 事業所クラブチーム

の 5~ 1O%に比較して r~l率となる 一部リーグでのボー

ノレの飾i'l恨の必さの羽 I)'~を示していると忠、われる.

考 察

1(1桜検診にて外ft;jの好発部{立であったほ折 MP関節

および，他Ji'iPIP関節は， 本院において治療したいわ

ゆる外傷性凶節炎の外来患者にも同様の傾向を示してい

た これは McCueわや彦坂めらの報告したスポーツ一

般の手術外似の針発部位でもある また，伶指 MP関

節似傷例では，プレ一時とくに上手パスのさい愁訴を訴

える者が多かったー

プレー別の受傷機転としてはブロ;;?が多数を占め

る VJ~ を比絞すると，男子では捻挫， '，'1折，脱臼とも

プロ;;?による受傷が高zおとなる(点 1) ちなみに，

H本リーグVJfチームでは捻挫，骨折，JB1.日ともブロッ

クによる交1らが 9割を越えていた これはクラブチーム

女子， VJ i. LI本リーグ男子となるにつれて，スパイク

H寺のボーノレの速度，強さが増し， フロックH寺の手指に対

する術慨もW:すためと考えられる.

ブロック 11;干の手指の状態を考えると， 指以)fiN(MP・

PIP・DIP凶節〕はすべて伸展位にてボーノレによる過伸

)~および， iJlIJJ司強11，1)を受ける.籾;iI~;十IYj~を考えると伸展

位ではiJ!l)日1)靭市・は MP関節， 1'11' l*)fiNとも |吋綴に弛緩

しているり この状態で側屈強制を受けると， MP関節

は球状|見) Íl['iて‘あるため ， ある~度側方移動が可能であ
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バレーボールによる手J行スホーツ外(fJj

一川
右 186個所

a. VJ子選手の捻wの部位jJIJ!)iJi1立

121/128名

E 
左 111個所

1643 

V3 
右 166個所

1ω/111名

b. 女TJ:t!l千の!j，仰のmlf立別頻度

図 1

表 1 受(t)j機転別の男y.比較

12: 1ポt 骨折 !説1'1

フ'ロック 9) EO 74 90 

(%) !λ 34 20 43 

1: F-ハス リj 39 21 10 

(%) 1;;. 45 14 

卜Fハス リj 4 

(%) i五 16 50 29 

その他 7 5 

(%) !五 5 30 H 

表 2. 本院にて治療した側I，¥IJ'I')j借J員傷の，'[111

小指 PIPI対節 2例

l-icnUluIIJ I，¥IJ籾，iiy 環 fjjP11' 1刻節 l例l

中指 P11'1対iiii 1 (同l

)~側側 I ，\IJ 籾 ，H7 1:) 指 M1'J見J1m 2例

// 

d 

図 2.プロック H、?の受似機転

のM屈強rl;IJの);"1[')としては，f:}指は枕似IJへ， 1山折は |に

る5) しかし 1'11'凶fiiJは蝶干寄り司自りであるため， IJ!lJ!:J.l強 I~IJlIJ である(l刈 2 )ー このためにおのおの)~fJ!IJお よび，

~IJIJ に刈し脆ωな状態となり， I，*Jui'j陥J己に陣'，1千を叉'けやす h'tM側品IJ籾仰の似fi]jが多い().ぷ2). (:汁行においては側

いと，I~tわれる. j:Jj行は他指と異なり， iFiuでボーノレの衝 //;1卜間借とともに|刻節包断裂の介併が多いという報告もみ

撃を受け， MP関節に大きな障害を交ける プロ γ ク時 られる 6) われわれの経験した ' 1'指 PIP 関節抗~!lJ fJ!IJ 而Ij籾
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，ji;断裂の l例においても，手術川， 子背， [C，判別白日包の

断裂の合併を正官、めた 予防ブiil、としてテーヒングによる

[，1;[定が有効であろう しかし ブロッ ク|時，スパイク時

は影響が少ないが，上手パスによる，とくにトスのさい，

微妙なボーノレコントローノレに影仰が生じる IIf能性もあ

り，実施していない人も多かった

オーノレ松卜チームの選子会:11に手指のレントゲンJlllt与

を実施したがi%，直接検診では，竹折のl山!ーがあるとれ;

えた者は 5:1うであったのに対し，部Hの'['".数にあたる 10

4奇に， 十i 折後の OA 変化を， [，心とした県 ~ì~'所見を lbtめ

た. しかしこれらの巡子も現在，現役で支障なくフレ

ーしている

まとめ

1 )子指の外(らはf:..1:ji1の MP[)l[ili'iおよび， {I也J行の 1'11'

関節に多feする。

2 )プロ y 夕日ιt行の過{i[1以および{JlI]屈が必1;[，1]、される

ことが!な受(お機転と考えられる

3) ipなるノ、レーボーノレ愛好家から rl本リ ーグj握手に

なるにつれ，ブロックによる受傷がW/}JIlする また'ji'

折， )]l~f Iも増加する

4) UJ"i1の MP[品川1および， 小J行， 広;1旨の PIP関

節の担i似は，プレーでの支障が大きい チI坊としてテー

ヒング，また受傷後のj歯切な処ii'i:(子都Iを合め)が必要

である.

文 献

1) IW隙文l沼はか 格形外科 29:122a， 19'i8 

2) i¥lcCue， F.C.: J. Bone Joinl Surg. 52-A: 93i， 1970. 

3)彦坂一雄ほか ~)形外科 30: 622， 1979 

4) 11!下健哉 :}の外科の実際，第5)坂，南江守;h，東京， 21 

J'i， 1982 

s) {Jt)除!Lリ早ーは1)、 i在)r~外科 21: 905， 1970 

6) Coonrad， R.W.: J. Bonc Joinl Surg. 50-A: 439， 

1968 
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<III.末梢神経損傷>

末梢神経修復後の知覚回復過程の検討

Investigation of recovcring process of sensation foJlowing pcriphcral nerve repair 

ι川l享太郎

市fIl:5手術

III'];J 111 i問

111島 j主也

|対利ゆ]

夏 J~弥江x

斉 藤 英 彦

J佐野伝 子iJ

!J舟見政 11t

末村仲11経修復後の下J行の知覚川復の;、ドWliは従来より

針，新1，毛筆による機械的刺激を'1-'心に行われていた

その後， より存在II的に1"1復程度を杷握するため v¥'eber

による二点識別 (TPD;1835)， von Freyによる“laclile

hair" (1894)， Scmmes-Weinslcinの mono自lamenl使

用法(1960)などによる，j'rfilfiが行われるようになった1，2).

さらに近年，Iggoや Mountcasllcらにより神経生川学

的に解明された slowly-adapting および quickly-adap-

ling mechanoreceplorsを臨床的に中川IIfiするため movlng

louch， moving TPD， conSlant touch， vibration scnse 

(256 CPSお よ び 30CPS)検査il、が Dellon(1972)3) 

によって提附された.現在これら稀々の検査法が一般的

に月I~ 、られているが， し、かなる検査11;がもっとも筒~で

的確に同復状態を他wできるかが実際とのR要nu@であ

る.今回これらを解明する一段階として末柏、1'1i経修復。11

におし、て Dcllon法， Semmes-¥Vcinsle川 法を'1'心に経

時的に知覚1"1復状態を検奄し，そのイfJTIi牛Jこっき検討し

たので報告する

われわれが行っている Dellonによる無毛皮膚の個々

の receptorsを targetとする検査法について

1. Dellon ;去の意義と Semmes-Weinstein ~去の意

義

症例lを検討する Ijijに現化新潟入学格形外科で行 ってい

る Dellonによる例々の receplo日を targctとする検在

法の要点を述べる Meissner小体はJU:k:乳頭内に刈省

)互に認められる quickly-adaptingmechanoreceplor で

Key words: peripheral nCJ've l'cpair， scnsory corpu剖 Ic，
sensory recovery 

* K. Tachikawa， T. Tajima(教綬)， H. Saito， T. Yoshizll， 

T. Seki， K. Fujino， J. Sumida 新潟大学整形外科(Depl
of Orlhop. Surg.， Niigata Unive.剖 1)'，School of ~ I cdi

cine， Niigala); Y. NatumI サンパウ 口大学リハヒリ テ-

，/J ン干ト;M. Kalsumi: (日IJ院長):1frAl'I'央病院牧形外科

30CPSに刊し、感受VI:をもち， したがってまた movll1g

touchによく反応する Pacini小体は大きな楕円形を旦

し，械に重なりあった laminarcellからなり， quickly-

adapling mechanoreceptorで 256cps に I:':ï~ 、感受性をも

ち，したがってまた movingtouch i，こ反応する Merkcl 

小体 (cell-neuritecomplex) は皮)内'の inlermediate

ridge の4!;底府にあり ，大型のレンズ型の数例のいわゆ

る Merkcl細胞と 1本のイI髄神経が連絡し，一つの複合

受容探 (neuritecomplcx)を形成している. この llnlt

は slowly-adaplingmechanoreceptorで conSlanttouch， 

prcssurcに反応する久的 したがって vonドreyhairや

Scmmc5 ¥¥'cinstcin monofilament を用L、る検査(以下

S-W tC31)は ivlcrkelccll neurjt~ complcxの機能を検

作していることになり， ，'(HI'J (static) TPDはその受持

加を検作することになる clズ11 ). 

2 具体的検査法および方法

IF.中神経修復後の 14{fu (group 1)， 尺"'J神経修復後

の 10仔Ij(groLlp 2)， j日間イT1'1'経修復{去の 10例 (groLlp

3 )を対象とし，そのうち 4例の正仁l'・j辻村神経修復砂11

をかむので 30例とな った手術H寺年齢は 8成から 66歳，

ヒータは 20i，歳代から 40i，N.代で全体の 68% を占 めた

追跡JDJ川は lt~短 5 ヵJl， 1，長長 46ヵ月であ った. 検査項

目は 1)pin prickによる pain，2) お}~r~の端に付着す

る íl~ ゴムによる conslant lOLlCh， 3)同じ材料による

moving lOLlCh， 4) '('j' Y_による 256cps J反動覚， 5)背

叉による 30cps 振動党， 6)特定間隔をおいた一対の

タリッア銅線による slalicTPD，および 7)moving T 

PD， 8) 15筆による lighllOLlCh， 9) Semmcs-Weinslein 

monofilamcntによる constanttouchの 9.gj11で，筆頭

符者と OTの 21'，で検併を行い， 検査の1'1('/;(;1生をj切し

た
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corpuscle 

moving touch & 

moving TPD 

conslant louch & 

static TPD 

Semmes-¥Veinstein 
monofilament 

30 cps 

256 cps 

). leissner corpuscle Pacinian corpusclc 

1 11111 

i¥lerkel cell-neurite 
complex 

I I ，1 I I I I I 

図 1 各 Corpuscleと sensoryles tとの関係

表 1. Paltern of recovcry o[ sensalion afl目

Dellon 

1) 30 cps 
a 

2) moving touch 

ι 
3) constanl IOllch 

4 
4) 256 cps 

a 
5) light tOllch 

grollp 1 

median nerve 

group 2 

ulnar nerve 

11/14 cases 8/10 cascs 

3 結果

group :1 

digi tal ncrve 

7/10 cascs 

上ぶしたf竹11:t、Lの mo仁'aliliesの1，，1復llliiFFは 30CPSー

moving touch-~ con s tant to山 h-.2E6 CPS→ light. touch 

のllliIで group1で 14例中 11WJj， grollp 2で 101j'1) 9 ， 

8例， grollp 3で 10例中 7例に lighI t.ollch にいたる

modalitiesの1"1復が指腹部にIitめ られた(ぷ l).Pain 

表 2.Correlation o[ recovering paltern of DelJon's 

mClhod and pain sensation 

oall1 recovenng pallernl r 

after Dellon ~ I 
group 1 group 2 I group 3 lolal 

→ 4 、η》 5 12 
1) 30 cρs 

a → 5 3 2 10 
2) moving IOllch 

ー
- 2 2 5 

3) conslant tOllch 
ι → 1 2 

4) 256cps 

ー
5) lighl IOllch 

のi"I復は 30CPSよりも早く l'可復 したもの 12例，30CPS 

と movinglouchのあいだでl'可復したもの 10仰)， mov-

l時 IOllch と conslanltOllchのあいだで1"1復したもの

5 WIJ， conslant tOllchの次に川復したもの 2伊1)であ っ

た 残り 5仔1)は答え方が不安定で判定不能であ った(ぷ

2). S-Wl口tと作目、ド価法の相関関係を検ftしえた 21
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1647 末相けIjl経修復後の知覚回復過程

表 3- Correlation of rcsult of sensOlγtesl afler Semmes-v¥'einstein monolilament & Dellon 

S-vヘ，1 test 

• • 
normal 

diminished 
light 
louch •• • 

• 

••• 

•• 
••• ••• ••• •••• •••• 

•• ... 1..... 
• ••• 
.....1.....1.... .....， .....1..... 
••••• ••••• ••••• 

diminished 
proleclIvc 
scnsatIOIl 

loss 01 
proleclIve 
sensatlOn •••• 

mTPD sTPD 
light 
touch 

256 cps 
conslanl 
louch 

• ••••• 
••••• ••••• ••••• 

movmg 
louch 

3 cps 

untestable 

ccllと辿絡し，その比は 1以卜となる そこでこの理論

によれば，Mcrkel cell neurilc complexより Pacini小

体のほうが1"1彼の機会が多いはずであるにもかかわら

ず，Mcrkcl ccll ncurite complcx，すなわち constanl

louchがよりいく 1"1復することは Pacini小体ではその

構造上向h泌11川.の機械的遮l析が起りやすいうえに，Mer-

kel cell ncurile complcxより刺激闘似Iが，(:jl、ためであ

ると DellonはHt治している Painに関しては確かに早

期に1"1復する何il;，]fiあるが， ncural pump ， J~2 が主張す

るように'市に 30CPSよりも'，'-WJに川復するとは阪らな

かった 今川の調先では Mcrkcl cell nCLlrilc complex 

の再生をポす con5tanlLOuch や加lei回 ner小体の II}ノ|二

を示す movingtouchがl"li}jした川一例が多いにもかかわ

らず， これらの receplorのIlt生と、ドfJするはずの sT

PD， mTPDが 15mm以ドで計d!'Jできた1，'，砂IJは子;色!外

に少なく，一見矛盾しているようにみえる.しかしそ

の:EJlIIIは修復後の末梢神経科作一過料で‘ axonの misdirec-

lIonが起り， 木来別々の知l覚線維を受けていたこつの

reccptorが二.つに分岐した I木の知覚線維で文配される

機序もあると考えられる.

まとめ

ì\l[oLll1lcastlc らの研究成米に1，~づく Dellon 法による

，i'Hlllirj;の不IJ，'，'，i，li， 1) S W IC5lでは品Iiえられない J早期

WIJにつき検討してみると， S-W leslのLlnteslableの段

階で 30CPSが触角lされたものが 15例， S-V¥' ICSlの

loss of proleclive sensalionで movinglOLlchが触匁lで

きたもの 16仔IJ， conslanl touchを 18例， 256 CPSを

14 {71]に触女11できた S W lcstの diminishedprolcCli¥'c 

scnsalionで lighllOLlchが11m知できたもの 17例であっ

た Diminished lighl IOLlch の段附で 15mm以 内の

sTPD， mTPDが日|訓IJできたものは， それぞれ 34例中

3 {7IJずつで normal の段附で作 1(1IJずつであった(炎

3 ) 

考察

今1"1の知覚1"1似の 検公 で palnを除くと 30CPS-，

moving louch→ conslant touch→ 256 CPS の111ftに 1"11u

し， Dellonとほぼ同じが;来を得た この_l!lilllは reccptol

と axonの比およびl'川1した reccplorの刺激闘ilr'tによ

って決まると考えられる Meismc l 小体には 1 ~数本

の有髄神経がはし、り込み，小体 I)~ でも数本の axon が必

められ5 axon対 rcceptor比は 1以 1:なのでII}JIの機

会は一得多い。 Pacini小体は 1本の有髄神経をイIし，

inner bulb で髄~riを失い， 1本の axonが突起を11.¥し

つつ走り， inner bLllbの端まで達して終わる すなわち

axon対 receptol比は 1となる これに対し Merkcl

ccll ncurile complcxは l木の有髄神経が数個の Mcrkd
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知l党同復の詳細な段階を1E握できること，および， 2) 

von Frey， S-W testは Merkeicell neurite complexの

機能を評Iilliするが Dellonによる評価法は objecli¥'c

identificalion に主要な役割を栄す quickly-a紅吋I(吋ζda叩p刊川II川"川n

me町chanOl陀e虻ce叩pt凶or目司'3 の機能状態を"刑Illiすることができる

ことにあると考えられる.
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腕神経叢損傷

一一Metrizamidemyelographyの信頼性について一一

Brachial plexus i，リuries; reliability of the metrizamide myelography 

長野町

立花新太郎

(Ij ，永修

沖 1[1直 一

落合 i丘之

)I ~ 1公Hr 

111:j柿雅 Ji_

杉 I，'f，j 宏

!.t;( f故也*

腕神経叢損傷の診断，治療に当たっては保イ{的治療，

または神経移植術の対象となる節後損傷か， r'l'*モ修復の
まったく期待できない節前損似(似引き抜き損似)かの

鑑別が重要である.

近年，脊髄造影には mClrizamideが)Ill、られ， myodil 

に比べ根 ・tJl糸像を詳細にjo'G影できるようになってき

た.そこで metrizamide myclographyを行い，かつ腕

神経叢展開，術中'，I!:気生.flllγ:(ドj検沖:とを行った 37例で，

損傷向{立の診断における ml'trizamide myelographyの

Ci頼性を検討した.

症 例

1980イ1'.11JJより腕r'l'紙法損傷の損傷高位診断に

mclrizamide myclography を用いてきたが， 1983年 4

月までの 2年半に筆者らが経験した腕神経叢損傷 66例

'1'，本法と腕r'l'経叢I.tkD日術を行った症例は 37例で， 1M!

Key words: brachial plexus injury， metrizamide myclo 

graphy 

ヰ̂.Nagano (講師)， N. Tsuyama (教疫)， :¥ 1. '1、akahashi，
S. Tachibana， N. Ochiai， H. Sugioka， S. Okinaga， Y 

Tobimatsu 東京大学整形外科 (Dept. of Ol'lhop. Surg.， 
Faculty of Medicine， University 0[" Tokyo， Tokyo); T. 

Hara (部長):苅t;oT)o-(-;!，付院牧M外H.

35 tJlJ. 女性 2例である. 受{毎時年齢は 14iftより 66成

で， 10 iMc， 20歳代が 34例 91.9%を占める. 受i湯原

岡はほとんどがオートパイ事故である

受傷より脊髄造影施行までの j馴iIは 2"より 10.5ヵ

月， 受傷より腕伊l'経叢展開制ii施行までの JWII/'dは 1ヵ刀

より 11ヵ月である.千J'f槌造影には 270mgJdlの波!支

の metrizamideを用い， 11製紙分'~i'J または 11(1 相jô laleral 

punctureで注入した.

腕1'1'f，量殺展開により確必した神経似の損似組問は， C5 

~Th t 全型損{t)j 22仰1，C5~C8 6 {'l'J， C5~C7 6例 C5，

C6 3仰lである

方 j去

11'髄jfi彬{象を凶 1のごとく 6型に分類した.Nは正常

{象を日するもの A，は桜糸像は認められるも健側と差

がl認められる，1別立似褒像異常型， A，は恨糸または恨像

はlLEめられるが，恨褒像の先端が閉じている似霊長像先端

閉鎖型，A3は似糸， 根像が認められないfJl糸，桜{象欠

銅山'，'， Dは恨災像欠損型， Mは外傷性髄膜痢型である.

損傷尚伎は)防相l'経叢を展開し，その肉i恨所凡と体性感

覚i活発'ijii立 (SEP)の測定により，節前損{1Jj(zone 1 )， 

似損傷 (χone n)， 幹損傷 (zone 111)， 止とjll似 (zone
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表 1.脊髄造影像 表 2. JH傷 高 位

造¥影椙像¥匂糠 C 
行悩

5 C6 C7 Cs 1 Th， 
j且{話高位

C， C6 C7 Cs 

N 6 2 10 11 27 31 27 

A， 5 l 15 11 (+ 1) 11 5 1 

A? 14 28 11 or III 15 5 2 

A" 8 9 l 30 
計 37 37 34 28 

D 6 16 

ルI 5 16 20 54 

判定不能 2 10 表 3.脊髄i!j影1象とJ員傷高{立

37 I 37 34 29 26 163 
(C5， C6， C7， Cs， 148般)

仰向位

N n or III I n (+ j )1 
脊造髄影像 | 

IV)に分類した. 1型としては，桁J:¥J.iL部に神経根が存 N 11 9 1 21 

ず[:せず，すぐ近傍に後根神経節が引き抜けているI rl:r~~ A， 7 5 2 14 

の神経根市fiが椎間孔f1Ilに存イiする，外比上正常であるが A2 2 6 20 28 

SEPが導:uできないの 3型がみられる J] C + 1 )型は A" 3 22 26 

肉|以上根損傷であるが. SEPがi.Q;H¥されず， 村fr:¥l孔i部 D 11 11 

での神経根またはtb!.糸の損傷も加lわっていると忠われる
41 42 

4 2 6 
ものである

結 果 百十 12 23 17 96 I 148 

m槌造影像を根別にみてみると(表 1).正常型 N は

C5に，軽度tH"M像YE7;t型 A" 肝炎像先

前lul:il鎖型 A2は C5，C.に，似糸， 板像

欠損型 A3は C5，C6， C7に多いのに対

北 A し，桜鷲像欠損型D.外傷性髄膜扮i型M

は C7，Cs， Th，に多い

除JI臥所見.SEP nllj定により決定した損 4 傷!.'H立は表 2のごとくである なお Th，

恨の損傷高位は術'1'確認していない.節

前損傷である I型は C6，C7， Csに多く ，

節後損傷であるが損傷が根近位部までお
N A， A2 A， D M 

よび. SEPが詰[lj定できない 目C+j)担
日常 程度線戸市'" 褒 恨う|洞立像先 恨糸 ・恨

線欠'JYt立i像 外悩傷!民癒性は C5，C6 に多い 1"然同復または神経 像異 端鎖 像欠拡i

移純術の対象となるi治後損傷は C5にも 図 1.脊槌造影[象

っとも多くみられた.

ヰ千髄造影像と損傷lfll位とを対比させてみると(表 3)， は 91.5% であった.

Nでは全例IE常または節後損傷であ った が. lf9ljに n 考 察

C+ 1 )がみられた A，も節後損傷と考えてよいが. -iljl 外傷性l腕神経叢損傷に対する脊髄造影の有用性につい

経修復の対象となるものは 50% であった へ は 71%. ては 1935年 Choroschko以米多くの報告があるが， い

ん は 83%が l型であるが，神経修復の対象となるもの ずれも myodilをはじめとする油性造影剤を用いたもの

は A27%.A34% にすぎない.D. Mを呈するものは で.metrizamideを用いて検止lした報fつはみ られない.

1例をのぞき l型であ った. 干下髄造影 |二節古ij損傷を示す{象としては，外傷性髄膜

N， A，を節後損傷， A2，A3，D，M を節前損傷または " 府，板袈像欠損，板像の延長，!JL;大があげられている.

C + j )とすれば，mctrizamide myelographyの信頼ネ 外傷性rùfiß英政{型Mは今川の紡 ~~でも 42 似 '1' 41棋は節
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前損傷すなわち似引き抜き損傷であ ったが， 1似は外傷

性髄膜再認がみられるにもかかわらず， 11常であった 同

様な報fzは Davics，Heonらの報ftにみられるが，これ

は，硬膜は損傷されてもfH糸には断裂が起 っていない，

pre-fixation， post-fixationなどの破絡 t nervc root cyst， 

extradural cystなどの先天異常'によると考 え られる.

今1"1の症例は C5，C.， C7型の麻粋と(的帽筋紛))1の佐例

で，{j髄造影では C5:A" C.: A" C7， C8: M， Th，: Nを

呈し術中所凡では C5: nc+ 1)， C.， C7: 1， C.: N 

を II~ したもので， C. fl~ の有髄足;~'!5像と子祢I所見の小一

致は僧帽紡筋力低下を考li~Hこ入れれば， posト日xationに

よるものであった可能性が強い.

担:i.~像欠損 J刊 Dは今 1" 1 の結果でも全秒lJílí'i lìíj損傷をボす

ものであ った このうち 11711では術前に 2皮脊髄j己彬が

行われており ，受傷後 1ヵ月 日に他医で行われた (y髄造

影では C7，C.， Th，に外傷性fufiij英癒がみられたが， 3ヵ月

後 C5，C.の確認のため再度ijわれた作髄造影では C8，

Th，は桜鎚{象欠損]~!を不した このように検ft施行H寺期

により造影像は没化するが，fH袋像欠-t.l.l型はfH'jlき抜き

後の血脈，肉芽j行殖，搬浜や作柱間1)、l髄液W;'ti'Iにより生

じるものと思jつれる. 

.fH糸， 似像欠損型 A3は 26.f.Q中 lWを除き節前損傷

または 11C十 1)であったが， これは (y髄よりづ|き抜けた

根糸やJull匝，搬jkにより根漢が閉鎖され，外傷性髄膜1¥Yi

を日さなかったものと忠われ，節前損傷の徴(肢と考えら

れる。

fH'1生像先立:IJI:t1鎖型もほとんと'がili'iliij損傷であり，断裂

した似糸が一部ji!J-影されるほかは)，~本的には A3 と l'iJ係

なものと4Uわれる

軽度異常型 AIは 14例中節後損傷 7例， 11 (十 1) 5 

WIJ，節前損傷 2仔IJで，えj影剤淡皮ィ、Aによるものと小企

l断裂，以糸断裂のみでtU51き絞けのないものとが与えら

れる

以上正常 Nを合めた 6型で， N， AIを節後損(yj，A2' 

A3' D， M を節riiiJJl傷および神経修復不能型とすると ，

metrizamide myelographyの信頼率は 91.5%でんを

除いて |分信頼できるものであった.
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癒性麻痔手に対する機能再建術の長期予後

Long term results of thc reconstructive surgery for the hand in leprosy 

田嶋光 水 |尚二 郎 築 輝 巳 荘 川勝

出fキ.J--俊 ，1ゐ 旧政博 |二妻 II{{典神

綴性腕;州手に戸、jする機能j1fB!術は!J!IJ1::手の外科におけ

る中心的課題とな ったこともあるが，これを子がける整

形外科医がいないこと， r'::j齢化に伴う手術適応例の減少

Key words: leprosy， hand， reconstructIve surgery 

ホ H.Tashima， J. 1vlizuoka (医長)，T. Sakae， A. So， K. 

Nomura， M. Shimada: 1司立熊本病院整形外科 (@P860熊

本市二の丸 1-5;Dept. of Orthop. Surg.， National Ku-

mamoto Hospital， Kumarnoto); A. 1くohzuma(副|調jり

閏立療養所菊池恵楓圏

などにより近年ititiTはなく，長期予後についても検討さ

れていない.今1"1，私たちは国立僚長所菊池必楓図にて

施行された機能I'}~主例を検診したので，その j長期予後に

ついて検討を加える.

対象

1967年より 1980年までの施行例は 87例で， 1958年

をJll多として漸減している(ただし 1959年， 1960 年は

未詳 :区11 ) 死亡 ・退凶例を除く 42例 53手の初1"1手

術H、干平均年齢は 40 歳， 調査時 60 歳， 術後J~J悶は 3 "'1三か
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ら26年，平均 20年である. 手術内容はかぎ爪JH矯JF術
11手，母m対立再建術 14手，両機能T'J建術 28手で，付

随手術として第 1指間部のZ形成術， lP除Jili'iG-t;1定術な

どがある.

手術法

かぎ爪析に対しては初期では，浅指屈筋艇を 2本に害1]

いて lateralbanclへ移行する Bunnel変法，後期では大

腿筋般を4;+'':に'，'il]1.、て，長院側手根イ申筋鍵へ移植する

Brancl法などで， [:J:Jf，対立に対しては尺似1]手根屈筋艇を

pu lley として f>>J町民指府筋量~を移行し，同内力を求めて

1 尾を主主節目~I}'(側に停1 1 させたものが多い.ただし術者

は複数であり，手術手伎の詳細および術前の拘縮状態に

ついて不明な点も多く，単純な術式の比較は困難であっ

た

評 価

規準を非手術手との利l異， /1且者の満足j立におき， swan 

neck変形あるも目的としたほ指対立機能， 111イiド版機能

を保持し本人の満足度も高いものを満足， IJ的とした機

能が十分に獲得されていないが，本人が効果を』認めてい

るものを効果， 円的とした機能がまったく得られていな

いか， むしろ逆効果を生み出しているもの， およびIi'~務

形成，指短縮などのため1!\~に帰したものを不満足の 3 段

附に~Hllj した 満足 14手 26%，効果 18手 34)'';，不満

21手 40% と， 一応，機能再建術の効果を認めたものが

6 ;';1]を占めた

T 

25 

20119 

15 

10 

2R 

16 

図 1.年度別機能再注体I伊'11数

a.左仲展 b.左 屈 曲 C. 右 伸 展 d.右屈曲

図 2.症例1] 1 
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a. f申 展 b. i尚 み c. 小指との対立 d.つかみ

図 3.症 例 2

症 修リ 尾と焼側で縫合する法施行.左は術前灼縮強くや11展不十

症例 1.68歳，男. 分であり，母指対立も内転方向であるが，ぷJ行が法節骨

環 ・小指かぎ爪指に対し左は FDS( IV) を 2 本に害Ij~、 基部まで短縮しているので，結果的にはつかみ動作にさ

て，榛(IUJJateraJ bandへ付ぷさせる BunneJ法，右は いし有利となっている.右中 ・環 ・小指は移行腿の緊

小指伸筋腿を 2本に訓L、て，背fJllJより JateraJbandへ 張強く intrinsicpJus拘紛となり，段大JiTIIl1J不可能で

付着させる FowJer法施行 丸一は 26年前に行っている 外傷にさらされやすく，強い不満を訴えている(図 4). 

が，仲展良好れは術後{111Mしていたが，徐々に屈曲し 考 察

現イ1:仲反小"f 小指(I~筋艇がや|リIJ!J: )J として働いていない 1.麻痩の進行

(図 2). 全例{町立夜中尺'1~'ÞI I経腕;癖型で，尺側手根屈筋， E:~ ・

症例 2.60歳，男 小指深指!ir!!切に麻仰が及んて、いる例もあるが，浅指屈筋

25 i!'fiij， ;{i側に対し FDS(N)を FCU を pulley の麻痔はほとんどなく ，力源として十分に機能してい

としてn指基節郎尺Mに|口|す舟指対立再建. FDS (n) る 椀骨や1I経麻frJ，¥による下車手への進行は 1例もない.

をぷ指， FDS (目)を中.5;1指， FDS (V)を小指へ移行 2. 母指 swanneck変形

するかぎ爪J行矯正術施行 浪蕩形成のため母指の短縮r:.J:ti1対立再建にさい し，母指基節部尺側へー尾を停止

示指深指屑筋腿!の抗除あるも，指伸展 ・母指対立良好で させる方法は良好な回内対立位を得るが，MP関節過伸

ある.この例では左側には再建術施行されず，わし手拘 展 ・IP関節屈曲の swanneck変形に対する矯正力はな

縮となり機能上の差は著しい(図 3) く，逆に増強されている.このため大きい物のつかみが

症例 3.76歳，男 困難となり，摘みも tippinch となり不確実である 1)

25年前，両側かぎ爪指に対し BunneJ変i.t.I針行対立 MP関節不安定性に対し内転筋再建あるいは移行腿の母

として， FDS (N) の 1 尾を某節'l'l.)~fJllIより通し他の 1 m付着法の考慮、が必要である2)
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a. イ~l 展 b.屈曲 C. 摘 み d.つかみ

図 4.定例 3

3.かぎ爪指矯正に対する Bunnel変法

良好な指伸展 intrinsicfllnctionを得るので，大きな物

のつかみと力強い撮りが，，[能となるめ DIP関節屈illlの

swan neck変形は必発であるが，機能的には問)選なく，

もっとも障害となる inlrinsicpllls拘縮は 2111)にみられ

たのみであるり.

4.母指内転拘縮

第 H行間部での筋委縮に対する ~室谷 目的でのパラフィ

ン注入t日1]. 術後感染なと'で機能訓練の行えなかった例で、

は， 拘鮒強く，対立町立~を 1!\liに ~Fá して いる，

5.母指対立のみの再建

対抗析にかぎ爪変形が残るので，大きい物のつかみは

不可能であり，両手による把持となるが，小さい物の犯

持は改訴 されている

6.関節固定術

母 ・示JRの IP関節を軽度屈1111位にl占1;心して，摘み機

能を改善しようとする試みは有力な方法ーであるが，骨の

l陀弱性のためしばしば失敗に帰す.j;J指の対立位固定術

は知覚のない手では外傷にさらされること多く，患者が

希望しないら〉

7 指 短 縮

l~Wな機能l'fillは変形，拘紛を予防し，感放の機会も

少ないので，化l民性鍵鞘炎， '，';・髄炎による指短縮が少な

い 11与にJ旨短縮により，把持機能良好となった伊IJもあ

る.

結
~~ 

a百

瀬性麻沖:手 42例53手に対する機能II}ill術の長Jt)JJ'後

を検討した _;g:切! な麻捧の進行がないので，低位 IF' I ')~

骨神経麻姉に対しては拘縮のない時Jt)JにIII建術が施行さ

れれば，十分有用な手となる.良好な機能再建は外{あか

ら手を守り ，感染の機会少なく ，二次l切な変形，拘紛，

J旨短縮を予防する.

文献

1)矢日11裕新臨床経形外科全書，第 1)~，(， 8 [!; B， t.J京
11:)坂，東京， 188よ'し 1981.

2)作下健哉手の外科の実際，第5版， IYi江'i:i:，点京，
569頁， 1977 

3)矢部裕整形外科 18:359， 1967 
4)水岡二郎.熊本医会式; 34: 1651， 1960. 
5)橋爪長三:整形外科 20:1503， 1969. 
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振動誘発屈1111反射による末梢神経損傷の評価

Utilization of vibration-induced flexion reflex for assessment 

of peripheral nerve lnJuries 

内川 ?1:I:i 本宮 山 ilt 遠藤陽- 本間生夫事

人!日lのH旨のJj1!fj)JはJ'jiix性という l出からきわめてi[('Jl! のj文!内に接触させる jjij者により VFR，後者により

であり，復維な神経機構により調節されている.その機 TVRを』活発する 反射性原1111))は被検111の指尖にとり

桃は外界からの種々の刺激に以応するが，刺激の多くは 付けるストレインゲージ (SB-1T Nihon Kohdenある

広間に存在する受待旅を介して神経機構あるいは統fT系

に入力されている

手の末梢神経の機能ú'~，pHúfiにおいて， J文h句か らの求心

性同l経はもっともAt見されねばならないが，従来の知覚

検査法は， 2 PD に代ぶされるようにむ'~ I識のレベルにお

ける感覚のレスポンスをみる客観性に乏しいものである

か，あるいは知1M神経伝導速度測定をはじめとする一連

の電気生血学的検食法のように，受容伐のイ{-イEを1!lfi1ll.し

たものかのいずれかである

われわれは折)II\~!IJの皮 l内ーに振動刺激を与えると，その

J行に lOl1lC なィ、IIjjI)j、性J:I¥IIII五Hj)Jがノ|じることにお けし，

l.i.射性にもたらされるJ行)11¥IIII)Jの測定による末梢ド11粁.の

機能付)，t'l'ulliをE試みた 1978年に Eklundらけによ って報

刊され，その後 vibration-induccdAexion reAcx (以 卜

VFRと附す)ト4) と呼ばれるようになったこのJX射は，

J反動をり える皮j内をあ らかじめ麻附あるいは冷却してお

くと II:mしない すなわちこれは皮府の機械的受作加を

介する外受容性1x射であり，筋tゾI]ÞR一次終末を受守1:~):と

する tonicvibration rcAex (以 卜TVRと四討す)吋とは

)I(なる(凶 1). 

方 法

22~56 tl誌の 100人の 11常人と， 9~68 t，~の子指の神経

陣害を訴える忠行 24人を対象とし， VFRと TVRを

測定した.

J辰動;告 としては， 阿波数と jJi，i ~I， i を代立にE没;どできるム

ービングコイノレ型ハイプレーターを 2(凶JlJl、る 一方は

被検指の1:1¥側に，他方は前腕中央liiIでiJ<:j削1-;筋の筋腹ヒ

Key words: vibration， "rvR， ¥'ドR

* M. Uchida， Y.九lotomiya，Y. Endo:東京主主窓会医科大学

形成外科 (Dept. of Plast. Reconstr. Surg.， The Jikei 
University School of 1vledicine， Tokyo); I. Homma (助

教綬): Ir{{ .f1J大学第二生FH''f~

Spinal Cord 

VFR 

m.s.: muscle spindle 

図 1.VFR， TVRの反射径路

Vibrator2 

図 2. VFR， TVRの測定装置



ーム 上」 11111111 111111 lJLJ _.___J___ j_ j_ -上 1 j 】 L1.1且1

振動誘発屈曲反射による末梢神経損傷の評価 1655 

いは 9E 01-L 2 Sanei)により測定し，

DCアンプを経てベンレコーダーにて記

録する〔閃 2)

検査にさいし，被検者に上肢を リラッ

クスさせ，反射性に生じる指屈曲運動に

jl¥:-IAしないように桁示する 振動刺激は

20秒間与え，刺激の間隔は約 1分間とす

る.や1
'
経障害患者に対しては，通常周波

数 100Hz，娠中M1 mmの振動刺激を用

いる

結果

これまでの報告l叶〉と同様に， 正常人

あるいは神経障害のない手指では，振動

刺激を加える期間に一致して不随広性反

射性指屈曲運動が生じ， ベンレコーダー

の記録は VFR，TVRともに初期の急峻

な立上りと後期のプラトーに特徴つけら

れる波形を示した(図 3) 至適周波数

は VFR，TVRともに 100Hz IIII後， :T_ 

j自振幅は 1mmであった

被検指あるいは隣接指に一定の随意性

屈曲力を加えさせることにより，正常人

あるいは神経障害のない手指では，VFR，

TVRともに容易にJ誘発することができ

る しかし神経損傷迎、者では反射が減

~J~Jあるいは消失する(図 3)

lx射検11'を施行した末梢神経障害の患

者を，その防省庁11位がJJ.J関節部より遠位

であるか近位であるかにより 2群 (A，

B)に分け，さらにおのおのを VFRが

健似IJの同日行で測定した似の 75%以ド

であるか以上であるかにより，i]-"群 (A

l， A[，B l， Bli)に分ける Ck1). 

次いで個々の症例の VFRおよび TVR

の患側対健側の比の 4群における平均と

標準偏差を算出する (}{2). lf，平と H

群の VFRを比較すると， A， B ~洋とも

に有意水準 0.001でH群が大きい.TVR

を比較すると B群では有意水準 0.1で11

鮮が大きいが， A群では有志;の差を認め

ない

考察

VFRと TVRの反射径路は異なる.

TVRの求心路がもっとも太い 1a群線

Index Middle Ring Little 

(R) ー〆〆し ー----------ーへ、 -、--ーーーー_，.、ー-・

(L)ハペ/に巾 50g

Vib. 105 

図 3 右小指球部に-1"12滅創を受けた患者(症例 ι)の阿{lIIJノ示 ・中 ・

環 ・小指の VFR波形下方の横線は振動刺激をぷす

表 1.検査症例とその分類

ト 1 sex 1 中 |d 1 1d d case sex 1， ....... ¥. Sloe 
(yea叫 ord岬 IOS1S I classific… 

l Y.K. M 18 r dig. n. A 1 

2 I H. U. M 15 dig. n. A 1 

3 C. 1. F 35 r dig. n A 1 

4 I M.K. M 18 uln. n. (wrist) A 1 

5 1M. Y. F I 40 r dig. n. A 1 

61 H.M. I M 47 uln. n. (palm) A 1 

7 T. Y. F 13 I dig. n A 1 

8 K.O. M 30 dig. n. A 1 

9 S. T. M 21 r med. n. (wrist) A 1 

10 T.I. M I 15 I r dig. n. A 1 

11 K.K. F 32 I r med. n. (wrist) A 1 

12 S.U. M 29 uln. n. (wrist) AI 

13 T.K. M 32 A 11 

14 K. S. 乱f 41 uln. n. (palm) A 11 

15 Y.T. 乱f 29 i rad. n. (forearm) A 11 

16 T. 1 F 36 rad. n. (forearm) A 11 

17 T.O 乱f 31 r I med. & uln. n. (arm) BI 

18 S. N. 孔f 68 uln. n. (elbow) BI 

19 : J. S M 19 r uln. n. (elbow) B 1 
20' E. K F 35 r cerv. syn. B 1 

21 K.Y F 35 cerv. syn. B 1 

22 S. K. I F 55 r uln. n. (elbow) Bll 

23 I K. T F 63 cerv. syn. B Il 

24 K. F F I 16 1 r cerv. syn. BIl 

dig. n.: digital nerve uln. n. ulnar nerve 
med. n.: median nerve rad. n. radial nerve 
cerv. syn.: cervical syndrome 
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A 

B 

表 2.VFR， TVRの怠側対健側の比の平均と

標司f偏差および1. Il群聞のわ:立A

mean 

0.320 
VFR 

H 0.935 

0.904 
TVR 

1l 0.811 

0.027 
¥'FR 

1. 068 

0.482 
T¥'R 

1. 651 

SD p 

0.283 
5.415 <"'0.001 

0.142 

0.560 
NS 0.374 

0.446 

0.032 
10.973 0.001 

0.164 

0.356 
2.045 く O.1 

0.924 

片0:stand出 ddeviation 

l'¥S: not significant 

京11であるのに対し， VFRのそれはやや知1，、 H群線維で

あると巧え られている 今川の検盆力μ、では TVRは物

則的な昨'占が{fイiーしないと仮定すると，被検指屈筋の支

配t1jlf.予が附'I!fされない限り減弱することはない これに

対し VFR はJ反政jを与える広!荷の機械的受符 ~;iあるいは

知I:iU謀総が障害されれば，すなわちより末仙の神経損傷

において減ωする. このように VFRと TVRをI'IJ時

に検iEすることにより，手指の).!<:h可からの求心性ttil経に

関する本観的な情報が得られるばかりでなく，手指の府

筋腿の総li，I長lu11拘縮などの物理的因子に関する情報も

wられ，またttil経障害のレベノレに関する示唆も得られ

る

Hfíの (1 動運動にさいして，手J旨等;側の機械的受容~-):

から求心性インパノレスが発射されることが知られてお

り7) 子の巧:欽性に関する末梢と中継の述闘が示唆され

る VFR検査は手指の機械的受容保からの求心性神経

を含む反射径路がj正常に機能しているか併かを判定し，

末梢と中枢を一体としてとらえられるという /Xで，ま

た，意識のレベノレの感覚のレスポンスには関係しない客

観的な情報が得られるという点で，従来の検査法とは次

元の具なるものであると考える

文献

1) Eklund， C. ct al.: J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 

41: 438， 1978. 

2) Homma， 1. et al. :Neurosci. Lett. 19: 209， 1980. 
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4) Homma， J. et al.: Neurosci. Lett. in press， 1983. 

5) Hagbarth， K.E.: New Development in Electromyo・
graphy and Clinical NeurophysioJogy， 1st Ed.， Vol. 

3， Kargcr， sasel， p. 428， 1973. 

6) Abbruzzese， C. et al.: srain Res. 150: 194， 1978. 
7) Hulligcr， M. et al.: J. Physiol. 291: 233， 1979 
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腕神経叢損傷の術中電気診断

Intraoperalive dectrodiagnosis o[ the brachial plexus inJury 

近藤正 樹 立島 ，ff> 松 111英雄 島 川 ノk和

川内L1J之仏

宮!協裕 :

安部治 山1I 徐 辰 M
l守村光;Jと 島津 見事

腕 rlJ l絞殺損傷による |二11主麻j~i の原肉が，根引きtb:き損傷

かA及川損傷であるかの正確な鑑日1]11，外科的修復の立場

にjJ:てば従来の方法では不卜分である.そこで私たちは

1980年以来，それぞれの症例にもっとも適した手術術

式，すなわち神経砂植術か神経移行術かの決定のために

術中屯気診断を試みてきたト7) 以ー卜， 本法の必要性を

従来のブw、による術iiiJ診断と対比し述べる.

，副Jt-5EP 内，

c， r三二二二二コ
一

c， -叫-'..-，-"， 
一 /

c， 

Th，〆¥ 〆

J'"' 

歳(平均 20.7歳)，男 12名， Y 1名で， 受傷原因はオ

ート パイ 事故が 10例ともっとも多い

術中電気診断の方法

1 )椎間孔郊に展開された神経似を DISA針電極で

直接刺激し，以j主tから体性感覚誘発i1if占 (root-SEP)

を DlSA1，500を月Il、て導出した. これによって神経根

引き抜きの識別，および神経移植に対する場合の中枢側

・r
， -、/

，ρ 

J 
'm喝

rlll経端の切除範凶を決定した

2) ;設部の状態を検家するために，腕

神経，y，;:f，l'ifÿ)í屯位 (NAP) を ， i~録した.

3) M近では前根引き抜き創傷の診断

目的で巡fyjflJl経活動電位 (MNAP)を椎

間孔部の神経恨から記録した 刺激は運

動野をliJi，¥¥H'J"I勾板を隔てて主1m極によっ

て行った.

結果

図 1.症例 1. Electrodiagnosis o[ brachial plcxus injury 

従来か らのみitによる術部j診断と手術

所見および術111屯気診断を対比した そ

の結果，術liijは板引き抜き損傷と考えた

36恨中 1似から術中 rool-SEPが記録で

きた。 争t-Iliijによ佐部損傷と診断された 13

立サ 象

術中電気診断は手術を施行した 13例 (65根)につい

て実施した 損傷型は全型麻W9伊11(70%)，上位型 I

例，上中位型 2例，中下位型 1例である 年齢は 16~46

Key words: intraoperative， somatosensory evoked potcn-

tials， motor nerve action potentials， brachial plexus 

IOJury 

本 M.Kondo， Y. Toyoshima(助教授)， 1-1. Matsuda (講師i)，

N. Shimada， K. Kawanishi， J. Abe， S. Jo， Y. Miyawaki， 

M. Yoshimura， A. Shimazu (教授):大阪市立大学整形外科

(Dept. of Orlhop. Surg.， Medical School， Osaka City 

University， Osaka). 

恨中 3根は術中電気診断によって根引き

抜き損傷と判定した また，いずれか診断がつけられな

かった 10to.中 7根は引き絞き， 3.jUはよ佐部損傷とはじ

めて診断された. 次に， 11髄造影所比 (mclrizamide)

と術中診断を比較すると ，外傷性髄朕姶lはすべて根引き

抜きであり，似糸(象の消失しているto.は引き抜き損傷が

多く (80%)認められた. ijiju索反射と術中診断の関係を

みると， 術前，~索反射陰性(叢部損傷)の 12 根中 2

恨は引き抜きであり，逆に拘h索反射陽性から恨引き抜き

が考えられる 42根914似から術中 rool-SEPが記録さ

れた
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症例 1.16歳，男

オートバイ事故による全型麻沖例であ

る 術前診断は劇h索反射似性などから

C5似は引き抜 きと判断したが， 術中の

rOOI-SEPが記録できたので波部損傷で

あることが判明したイタIJである 正中神経

刺激による .¥lAPは C6横突起外側 3cm

の R3点で記録できたので， 手術は C5

fliと anleriordivision I::Jにケ ーフソレ神経

移舶を行った cl文I1 ). 

症例 2. 30戯， Yi

カPス爆発事故による全型原~痔で ， 住tM

C7 恨の root-SEP1;1:);己録できたが， ':J1， 

Mの C5~Th，桜では反応波は得られな

かった.単発刺激による MNAPは他側

の 7tHおよび正中神経か らのみ記録でき

た(凶 2). 

症例 3.16歳，男ー

オートバイ事故による全型麻W，(て司あ
る.C5.f1i領域には知立鈍麻， q油京反射

偽似性，脊髄造影では C5担:i.糸が消失し

t1i'良{象TL;大， さらに mycloCT では明

らかに似映の裂傷などがそれぞれ認めら

れた.雄日:1孔部では C5似は触知でき

ず root-SEPも C，tHからは記録でき

たが， C5 t良以 卜からは記録できなかっ

た MNAP は飽~lIl の lじ ' 1'神経と C， 似

から記録されたが，CS，6，7桜から記録で

きなかった(凶 3). 

考 察

全型附:j!)f.における C5棋の引き絞きm
iおは 1964年以来の士i教室における経

験1叶〉からも少なく， 多くは肩'I'，:g目方の

完全瓜W，'は免れる 従来は神経移行術の

みを施行していたので，この厳訟な|メJJIJ

が妥ボされなかったが，積極的に神経移

他術を施行するようにな ってから，もっ

ともJi要な問題とな った したがって術

中， 神経根から腕骨l'経殺をB昼間し，手術

用顕微鋭 Fで損傷状態を確託するのみな

らず， J制川lリ中|ド!経機能を診断する必必、要がある.

もしu出正，iυ.
千存子Aしないならば，神経移行術が適応と

なる.しかし，症例 lのように神経根が
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存在し辿統性を保つ制{認である場介， この銃~i!}1jに体j 'l'

電気診断I門 〉が役立つ 術前診断と一致した似は 51似

(78.4%)，不一致のもの 4根 (6.1%)，l$j'l'にはじめて

診断がついたもの 10似 (15.3%)と術中電気診断のA:要

性が lij止切された Landi らは 15例中3例はえli統性をtf:

つが SEP は導出 されなく 5 例は C5 根断事~であるが

SEP はII:mしたと報告してし、る.

jJ!{jl)機能の jI}主l!のためには，自ij恨が健在て、なければな

らない これを機能的に説明するために， TIJi益骨内から

われわれは~Hßlllfを刺激し神経似から IÌÍJ恨屯位を導出

する方法をぷみた Root-SEP 訟による根引き抜き損傷

の診断は，この桁僚を後相iに之1<め，これから前根の状態

を推察するにすぎない たとえ root-SEPで正常な反

応波が得られたとしても liij似のみが引き絞き損傷を生

じている場合がある 6) 尖際， C5 tJ!.の root-SEPで明|僚

な波形が待られたにもかかわらず，ケー 7";レ移~((後にま

ったく運動が回復しなかった例も経験している.さら

に，この MNAPは末的神経縫介時，筋校の(.ljl*半.ムRJ)'¥X;}IJ

に役立つ.図 4は手以Jil口部のパ'i'H111f.モ縫合11-')に淡校と深

校の作TII経束から記録したものである i架校のみから)!Ji

動神経~m位が導 11~ された.

まとめ

腕神経波損傷の外科的修復にさいしては必須のもので

あることを 13例における術的診断と本法および術'.1"所

」以ミ らの診断を対比することによって示した.
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肘部管症候群に対する internalneurolysisの治療成績

Results of internal neurolysis [or cubital tunnel syndrome 

井上蹟司 8ij W道 :tt ill七三;ーより

杉 本 良 洋 松 ;)1: 11:，* 

Neurolysisを1jうさい， internal neurolysisを加える

迎山は除J[効;.!とをr~ :Jめ，より血行改善に役立つと考えら

れるからである しかし，一方 intcrnalneurolysisによ

ってかえって神経内 I(II~J や t111 f，モW: H\Iの plcxus を損傷す

る危険性や二次的級以形成による附告が考慮される.

われわれは第 25凶日本手の外科学会において， )1.) 

部管症候f，fの術中における運動神経伝羽速度 (molOr

nerve conduction vclocily;以下 MCVと開討す〕を測定

Key words: Internal nc山 olysis，cubital tunncl syndromc， 
mOlOl' nervc conduction velocity 

キ H.Inouye， M. Maeda， Y. Nakalsuchi， Y. Sugimolo， T. 

J¥lalsui (助教綬):信州大学整形外科 (Dept.of Orlhop 

Surg.， School of Medicine， Shinshu University， Matsu-

moto). 

し inlernalneurolysisを1jった 10例中 9例に 10% 以

上の MCVの改芯をI認め， 1t~ した出i~例はなかった結

果より，術中のj;:tf'Fにおいては神経の瓜11j 改i!fに好影響

を与えていると挑証明したり.

今|旦1，internal neurolysis f，j;j 後のが状改 i(~ のJiliさと払!

度，および二次的搬痕形成による陣弁のイd!¥f，について知l

るために， 術後 18ヵ月以上経過した91.'E例の治1加えがt

を調べたので被告する

患者および方法

患者は男 7例， !x 2例の計 9例で， 子術Hがド曲告は 31

歳から 79歳まで(平均 59歳〉であった 原因としては

変形性JH関節症が 6例，骨折後の外反)H，腫蕩，世1".1関

節リウマチが各 1例であった

術後経過観察J切1::11土18ヵ)Jから 24ヵ月であった.自
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しびれ感と疹痛の変化表 1.
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図 1 術後 TPDの変化

術後 1ヵ月のl時点で 7例に改善を認めた.
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図 2.術後極力の変化

術後 6ヵ月以降に改善を認めた
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図 3.術後 MCVの変化

術後 1 ~ 3 ヵ月に著明な改善を認めた

*より inlernalneurolysisは行うべきでないと記載して

しゐ.一方，桜井 ら')および貞広らのは肘部管症候群に

対する internalneurolysisの臨床例を報告し成績が良好

であったと記1放している.

覚的にはしびれ感と1客約lについて調べ，他党的には二点

識別J(IWO poinl discrimination;以卜 TPDと略す)，

握)J:および MCVを経H、?的に術後 1，3， 6， 12， 18ヵ

月で測定した.

結果

I しびれ感と疹痛について

術liij全例にあった しびれ感については，術翌日 より全

秒IJ冷感の消失あるいはしびれ感の軽快を表わした しか

し司，'.J1を時しびれ感が不変なもの 2例，軽快したもの 5

伊11，消失したもの 2例であ った 悠痛については，術liij

3 (91]あったが， 3例とも消失していた またカウザノレ

ギーなどの異常路痛を訴える例はなかった(表 1). 

2. TPDについて

術後 1ヵ月のl時点、で 9例中 7例改詳しており，主主りの

2例も 12ヵ月以内に改善を示し， 18ヵ月の1I1-}，'，(では全

例 2PD が 12mm 以内と新f l!JJな改 i(~ をノドした(臼([ 1 ). 

3 握力について

術後 1ヵ月から 3ヵ月ではほとんど改 /，;は認め られな

かったが， 6ヵ月から 12ヵ)Jで広明!な改善を認 めた.

12ヵ月と 18ヵ)iのi時点ではほとんど没、化が認め られず

プラト ーの状態を示した.祢iliijと比較して，慢性関節リ

ウマチの 1例を除いて全例に持切な改芯を認めた(図

2 ). 

4. MCVについて

術後 1ヵ月から 3ヵ月で己主持し， 6ヵ月以降はほぼプ

ラトーになる傾向を示した 18ヵ月の時点では全伊1]著

切な改浮を認めた(図 3)

考察

J J.J i~1管症候.f，'(ó の 治療成績は数多く線引I されており，

当科においても internalneul'olysisを行う以前の成がけこ

ついては，松井ら2)，中土 らめがすでに報告している

JH部管症候椋に対する inlernalncul'olysisの l求絞に

ついて， Nielscn らりは 9例会例に強い しびれ感を残

し，理学所見および電気生理学的にも改;ろがなかった結

， 12 

pnST l')pF.(問。nth~ 1 
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手術成績を論じるうえで，判定基準が問題となるが，

今岡われわれはとくに続時的変化がiJi:要であると考えた

ので，他党的調1E民"については数品化できる桁燃とし

て TPD，握力，MCVを選んだ

われわれの結果では Nielsen らと同数の 9仔IJと京秒IJ

数は少ないが，全例にlHfな成績を示した Ll覚的知覚

異常'については， I名前1は消失し， しびれ感は増悪したj，i~

例はな く，不変であった 2例を除いて慨快あるいは消失

した TPD と MCV が術後 1 ~3 ヵ月の比較的早期に

改善がすすんだのに対し，握力は 6ヵ月以降に改善した

が，いずれも 18ヵ月の時点では満足できる改善が認め

られた.これらの結果から，当初危↑具された二次的な

娘痕形成による神経障害は，われわれの症例では無視

できると思われた もちろん肘部管痕候群のすべてに

internal neurolysisを行う必要はないと考えるが mi-

crosurgicalに atraumat1cな手術手技で行うかぎり有主主

な手術方法になると思われる.

まとめ

Tnternal neurolysisを行 ったfH部管症候群の 9例につ

き， ，'，覚的にしびれ感と修痛について調べ， 他党的に

TPD，掠ブ)， MCVを終11与的に測定したが;米， 術後 18

ヵ月の時点では良好な成tfiを示した.

ご校|附いただL、たヴIII豹lar，教綬に感謝する.
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肘部管症候群に対する手術成績

一-King 法およびKing 変法の比較を中心として一一

Surgical treatmcnl of cubital tunncl syndromc 

荒牧健一 花村達夫 JJi774直人

松崎 11日人ー 菊地71I二日11*

肘部管症候群に対する手術法として，われわれは King

法りを主体として症例に応じて尺骨神経剥離術後上腕骨

内上額切除を併用する方法(以下 King変法とい う)，

および前方移動術を行ってきた.今回これらの症例につ

いて 10年の予後調査を行い， 各術式の成績を 比較検討

したので報告する.

症例

1972年以降，現在までの手術症例は，男 35仔IJ，女 14

{7IJ，計 49例 5311立である.このうち術後 1年以上経過し

予後の判明した 37例 40肢につき，f(I接検診およびアン

Key words: cubital tunnel syndrome， medial epicondy-
1ectomy， neul'olysis 

* K. Aramaki， T. Hanamul'a， N. Takagishi (教筏)， A. 

Matsuzaki(助教授)， T. Kikuchi:福岡大学整形外科 (Dept.

of Orthop. Surg.， School of :¥Iedicine， Fukuoka Univer-

sity， Fukuoka). 

表 1. 遠隔調在 1972~ 1982年

37例 40肢

直 接 検 診 33例 35肢

アンケート 4例 5肢

年 齢 :14~83絞(平均37.9歳〉

性別 :男性 28例

女性 9例

左右別 .右slIJ 16例

左側J 18例

両側 3WiJ 

ケートにより予後調在を行った 手術時年齢は 14歳か

ら83}.試，平均 37.9歳で男性に多発し，左;;(i差はなく，

両官1I1例が 3例である(表 1) 症状発現から手術までの

期間は 20円か ら13年，平均 1.8年である 術後経過WJ
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問は 1年以 |ニ最長 10年 6ヵ月，平均 5年である 原 昨?!?程度および術式別にみた予後との関係では，変性

閃別にみると ，変形性別関節k，外反)j.Jによるものがも j立の低し、症例ほど， f'後はよいが cl，nn型の改iff本もI:aG

っとも多く，この二者で 7'，';IJ以上を占めている(ぷ 2) い 劣性型に 2似1-1、nT例があるが，悪化したJ，ull]Iまなか

"'J折の l先行ーのあるものは 1611主 (40%)で， 外~ifi'i' 1'1fí が った 術式'I}IJにみると. King tl、はJH定1"1ミ型， '1'11¥児科で

911主(56%) ともっとも多い '，'1折のほれのあるJ，i'(1ljで 火山した成紛が得られており ，変i'I:1砲の!，i例は少ないも

外反IJ.Jをきたしたものは 511主(:l1%)で，、|λj勾23υの外 のの 1WIJは良の}，文総が得られている King変i1、は'l'I1¥J

反を'f*した '，']折より発J，'IまでのJUJr:¥j(土，1 {jーから 50~ r. 型の}，児島日がわるく， 良以上が 57%で， 逆に変1'1:型では

まで，平均 20.3年である. 手術術式では， King iJ; 19 75%とよくなっている 不可例は. King変法. }文トー前

11主 King変jム1511立と多く日j_，J';で 8'，';lJtよしを，'iめて い 方移動術に各 1例みられた(表 3). 

る やt.i!Ìíj の附ブ千1'，'度および f~i 後/Jx:h'勺土. 'k川の}iW2
)に ヒンチ)Jと担)Jについて，両slIJ伊'1を除いて他側比でみ

準じて判定し 74. 術前の防~，千f7 J支は， '1'lItH型が 2311支 ると King法は 70%以上がヒンチゴJ. 医)Jとも 1311立

(57.5%)とも っとも多く， 次いで変性型. Jlo変性型の 873旨 King変法では， ピンチカが低 Fしており 811主66

順となっており ，症状がある純度進行して来院する傾向

にある 表 3.麻鯨型および術式別にみた臨床成績

術後成総を症状発現から手術までの期間との1)1;1係でみ

ると，当然のことながら期川が短いほとー成紙もよく ，と

くに 6ヵ刀以|人lの抗例に優が多い 不可WiJは 2仔ilで，そ

れぞれ I年 2ヵ月. 5年 3ヵ)JのJ，i'例て‘ある.

J#癖型

，Ji'君主性理l

表 2. Jj江jJ~
rj' 1l¥J !f，'.l 
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主鼠 式 ?夏 良 可不可1 ;;r 

King 法 1 2 

King 変法 3 4 

iiijブJ移動

King 11; 5 9 I 15 

King ~法 3 3 7 

，iii )j柊 rj}J

King 1); l 2 

King 袋:法 2 4 

，iij )j移動 3 

その 他

9 23 6 2 40 

a. fM，iij 著明な筋萎縮および clawfingcrを認める

(変性)~J).

図 I

h.術後 2~r 
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a. 判ijj泊筋萎縮， c1aw fingcrを認める ('1'1::]7刊〉

%である‘

二点識別テスト (TPD)では 5mm以下は King

法 14H土74%，King変法 6)1支50% で，なお，ある科度

の知覚鈍附;を残している.

術前 clawfingcrを呈していたのは 12肢 30% で，ほ

ぼ完全に消失したのが 7肢 58%であるー King法では，

~例改善が認められた

Claw fingerの1"liUは，筋委毛布iiに比べるとかなり早く，

1年以内に阿復した例が多かった. fil'終伝導速度につい

て，健側と比較してみると，術前の防害程度によるが，

King法の症例はほとんど 80%以上であ った.

King法を行 った打E例を 2仔11供覧する.

症例 1. 60歳，男事務職た.

変性型の症例で布切!な筋萎縮およびc1awfingerを認

める 術後経過 21'1主であるが， c1aw日ngrrほぼ消失し，

Mi号室紛も改善が認め られるが，まだかなり残っており術

後!求総は可である〔図1).

症例 2.29歳，男工H.;{i 

巾Ij間1n刈lリl型の?航，I主E引巨f修仰例F到列IJて

経過 2ゴ作|下三 6カ刀であるが， claw日nger，筋萎縮ともほぼ

消失し， しびれもなく術後成絞は催である(図 2). 

考察

従来より本jjEに対し早期手術のif(要性2叫が強調され

ており，神経の当副生度の少ない時WJに， より侵裂の少な

図 2.

b.術後 2{I' 6ヵJJ

い手術法を選択することが必要となるわれわれは King

法を主体として手術を行 っているが，;t:辺、，t手術操作が

比較的容易でiJ!lj需のjUl行附害や新たな 日brosisの問題も

少なし， 5 ， 6) このためf~jll'(後より患者の~，iJF も少なく，回

復もかなり早いようである 今回中間型までの広例が多

かったが，中間型でも-1.分安定した成総がmられてい

る.変i'I:.型は 2仔IJと少なく，神経に対する処iげを必要と

するJiE例も多くなるが， 2 {l1Jとも改善がみ られ不115例は

なかった.術後成績は，、"，然原閃，神経の変性皮により

大きく 1['わされ，また手H卜の問題リ〉もあり，両者の成

総をIJi純に比較することはできないが， King 11、は手段

が一定しており，神経に対し1((按佼襲を1J1lえないのでt::.
全であること，今同中間型， j，d列lは少ないが変件.型でも

改近:が認め られていることより，本j，Iに対し優秀な手術

法であると 254えられる.

文献

1) King， T. et al.: J. Bone Joint Surg. 4トB:51，1959
2 ) 生 111筏平11ほか 災宵~学 20 : 447， j 977 

3)佐藤勤也 日整会誌 52: 1829， 1978 

4)赤坊! 治ほか :整形外科 23: 94， 1972. 

5) Frykman， G.K. ct al Orthop. Clin. North Am 

12: 325， 1981. 
6) Nielsen， V.K. ct al. J. :'-Jeurol. Neurosurg. Psychト

atry 43: 272， 1980 

7)桜井失ほか :~性形外科 30 : 1133， 1979 
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Cubital tunnel syndromeに対する

水溶性造影剤 metrizamideによる術中神経造影について

Metrizamidc ncurography for cubital tunnel syndromc during operation 

林茂

川島重ゆl

鶴 m敏 幸

内田 徳郎

錦戸 崇 久

高木克 公

平良誠

111 1付 達 朗

削JLlI節男本

末制下11経造影l主，決して新しい検ヂw、ではないが，今

までの方法は1-3)，油性の造影斉IJを用いており，五j影と手

術を別々の口に行い， 2回の切聞を必要とするなどの繁

雑さのためか広く常用されるにいたらなかった われわ

れは cubitallunnel syndromeに， 点的i1:1i影剤IJmet-

rizamideを用い， 術中尺骨神経.ì\i~与を 1 J い ， 診断およ

び治療方針の決定に，有用とJC、われたのて十Hflfする.

症 例

1983年 3月までに術中神経造影を行った症例は 15例

で，!J} 13仔11，!;，: 2171] 年齢は 251，なから 74歳 生ITIの

分知的では変性型 3例， 中間裂 12{9"!j. 原凶としては，

変形性肘関節症によるものが 10例ともっとも多く同

析の既往のあるものは 4例であ った

方法

J-.Jぬ'i'J'I)~MI上頼の近位約 4cm より尺'内神経に治 った

が~ 8cmの弓状切聞を加え，まず尺lt神経の近{企部を凶

11¥する.神経の健常な綿分より cpineurillm1什に皮内

反応用の注射針を用いてす娠の mClrizamidc 1~2 mlを

末村iへ向けて，イメージ透悦下にゆっくりとIl:人し，X

線級影を行う なお造影剤i't入時の)_Eも参考にする. レ

ントゲンの現像を待つあいだに，事11終の除I1をすすめて

いく. Epineurillm i，こ;引を入れるかどうかは，神経の造

影{象，性入U.'jの円などを参考にして決定する. )ミ骨神経

の除圧を 卜分にしたのち， 内側 l二!Wi切除術つまり King

変法を行っている.

Key words: cubital tunnel syndrome， intra-operative 

neurography， epineurotomy 

ホ S.Hayashi (院長)，T. Uchida: 1川11I>!1<)形外科(事869-26

熊本!R、阿蘇郡一の宮町宮地 4527-1;Uchida Orthopedic Hos-

pital， Kumamoto); M. 'T'aira (1f官長)，S. Kawashima， T. 

N凶 ikido，T. Yamauchi， T. Tsuruta:熊本赤十字病院整形

外科; K. Takagi (助教授)， S. Urata 熊本大学整形外科.

造影{象の分類

Cubital tllnnelの絞犯の部位は，児島町らが述べるよ

うに以11の 1刊行|工上川柳fif，つまり epicondylcと凶 1

の 2 lcndinolls archすなわち関節裂隙の部位である

j色影{象の狭窄や停止の形や部位により五つの型に分烈し

Tょ

I 型 :I>:J節裂隙，すなわち tendinollsarchの部位

より distalまで造影されており， 狭窄の!f3もスムース

で，桜;11:6)らのいう cxlraneuraltypcの狭析と!ぷわれ

る.なおこの型では Aexorcarpi ulnarisへの分校と思

われる像が 3例ともに認められた.

11 型 :1刻節裂師:~1， すなわち lendinollsarch より

distalまで造影されるが不整な狭不像を示すもの，

III型 関節裂隙，すなわち tendinollsarchの部位

で造影剤が11まっており， dislalがえ!i影されていないも

の.

IV型 :Epicondyle，すなわち汁ドド上IH籾?作の部位か

ら急に紺lくなり， 関節裂隙の部{立で停止し dislal が造

影されていないもの.

V 型 :Epicondyle，すなわち滑率上月、l籾，lil'と閃節裂

即日すなわち tendinousarchの中間で、停止し dislalが造

影されていないもの.

以 上の5型であり ，それぞれの型別に分けると l型 3

例， 11 型 2例， ffi型 6仰!j， N型 2仔11， V型 2伊ilであっ

た

症例 1.53歳，男農業

4成ごろ才ilH関節部骨折.半年ほど前より右手尺側の

しびれ感、あり ，初診l侍に知覚，筋力の低下と筋委縮が著

明で，変性型であ った 術中造影ではf巨人庄は向くなく

l 型であった.手術所見は滑車上Jl.J籾fi?と lendinolls

archのあいだで尺骨神経は圧迫されて調uくなり ，制作f

の近位部では膨大していた 神経も 1;1;1くなく external
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1 !'i! 
(症例 1) 

1. Lig.epitrochleo・anconeus
2. Arcus tendineus musculi 
flexor carpi ulnaris 

ー2 

' 

， 

Ij盟

日型

111型

W型

V型

H型

E型

(症例 2)

Wl¥1J 

V型

本 l型の矢印は FCUへの分校

図 1.尺骨神経造影像の分類

nClIrolysisを行 った 手術当日よりしびれ感は悦快し，

1年後にはまut'i:は正常，筋)Jは 4+以上あり ，水H7)の干IJ

定基準で優である

症例 2.53ぷ，男.農業

1年ほどliijよりJl、I部痛があり，中I::J型であった造影

像は皿型でn:人時の圧も高かった Tcndinousarchでの

圧迫が強く，神経は細く固かったが初JgJの例で epmeu-

rotomyの 1'1{，;.なく， external neurolysisのみ行った.

術後しびれ感，知覚障害が増強していたが，手f.i後8ヵ月

ごろよりしびれ感は粍快した 1年後にはJJ.JiisJ市，援力

の改普はあるがま11:i.'i:は術前とかわらず紡%は"fである.

この椛例は epinellriumに割を入れて除川すべき症例で

あったと反省している.

結果および考察

術後半年以上経過した 81711についてみると， ][型なの

に epmeunumに'，I;IJを入れなかった症例 2のみが可であ

り，症例 3以降は造影像を参考にし cxtraneuraltype 

の狭窄とj思われる l型以外は epineurillm~，こ;引を入れて

除正しており ，がiリミは緩または良である.体j'l'神経治影

は epinellrotomyの適応決定の客観的指標として有用と

出われるが，まだ症例数が少なく ，今後さらに検討が必

要と忠われる また，争l-i'I'.ijj影なので従来のみ法のよう

に21111切開する必史がない Metrizamideは作削除へ移

千jしても安全である 家兎の併'丹神経て、組織乍[ドJに検"、I
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{列表 1.佐

J平価(水村)造影協l
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0
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1

1

1

1

1

1

 

る

3)術中神経造影には種々の利点があり，今後症例を

別し，さらに検討を加えるつもりである

したが造影斉IJによる影響は生食の注入と大差ない.圧迫

の部位，範聞が客観的に確認できる.AJj影剤の注入によ

り神経が膨化 しており cpmeurotomyがやりやすい.

除U:後の造影で手術の効果が判断できる.といった利点

がある
症例を錠1Aしていただいた水野病院外川先'1:.，干ir'京大学菊地

先生に感泌すゐ

文献

1) If<< II~i事.日整会誌 40: 65， 1966. 

2)中滅:.¥.'.4: 向上 41・964，1967 

3)細川昌俊ほか臨整外 7:445， 1972 

4)生日l主主和ほか 災害医学 10: 447， 1977 

5 ) 児Xh .'~'，蹴ほか 整形外科 29 : 1414， 1978. 

6)桜井災ほか同上 30:1134， 1979. 

7)水Ht事光.日整会託、 42: 849， 1968 

結語

1 ) Cubital tunnel syndromぐ 15 イタ11に対し7KIt~ i' l 作髄

造影剤 metrizamideでUj'l'神経造影を行い， 五つの型

に分類した

2) Extraneural typeと思える I型以外は eplnCUIium

に川を入れて除問しており ， (Iヵ刀以上経過(111の1J!i:航も

よく ， 叩 meurotomyの存在日的指僚として有川 と山われ
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肘部管症候群に対する King変法の術後成績

Clinical evaluations of medial epicondylectomy 

with neurolysis for cubital tunnel syndrome 

安竹重幸 !陵町宮久 111沢 11青夫

年¥1

上!伎の entrapment neuropathyのなかで肘部管症候

群の頻度は高く， 種々の手術法が行われている1叫. わ

れわれは本症の成人例に対し，これまで内仮~上穎切除術

に神経剥離術を併用した King変法を行ってきた.今

IHI新たに機能評価表を作成し術前 ・術後の寺f価を行った

ので報告する.

調査対象および方法

1 症例

1969年 1月より 1982年 12月まで当科にて King変

訟を行ったものは 27例 30ij.jであり ，そのうち今回直接

検診しえたものは男性 21例， 女性 2例， 合計 23例 26

JJ-Jであった. 左-;(-;，JIJでは布 19n-t， li 7 JJ-Jであり ，I京狭

山、は外~i'll 折後の外反IH 11 JH，変形性Jj.j段li'ii'i1，'I'15 JJ-Jで

あった.

2 手術方 法

|勾 ~!II上!1mの後ブJにがJ 7 cmの皮切を加える 尺'1~1 神経

治より近位部で利!経を求め，栄養血管はなるべく温存し

ながら遠位へ剥離をすすめる.尺M手根屈筋二頭間の

fibrOlls bandを切離して開放する 次に|付狽Ij上顎を骨膜

下に長11離，のみにてこれを十分に切除しjIJび骨膜を縫

介する これで尺"'J神経は向然、に前力へ移動するので，

その位置で肘関節を他動的に屈伸させ，神経に緊張がか

からぬことを確認して皮膚を縫合する

3 手術・前後の機能評価

手術昨年齢は 20成より 65歳まで平均 47.1歳， jLi跡

淵任期間は 6ヵ)Jより 162ヵ月平均 43.5ヵ月であった

併ilìíj ・ 術後のJîË状は臨床症状をもとに)~'ìî 神経障害目、ドlilli

ぷをf'FJ皮し (A1)，それに基づき、ド11ii'した.この評価点

区eywords: cubi，al 'unnel syndromc， med旧 Icpicondy-

Icclomy， neurolysis 

" S. Yasulake， T. Koshino C教皮)， H. Takazawa Ci;，Yif:lli)， 
S. Yamaguchi c，;昨f:1!i)， Y. Hozumi U削Ii) 横浜市立大学

終形外科 (DepLof Ol'[hop. Surg.， Yokohama Cily Uni-

vcrsi 1 Y School of λledicine， Yokohλl11a) 

宝 積 1註*

は総点を 100点とし， しびれ感などの自覚症状に 30点，

筋力低下，筋萎縮に 30点，かぎ爪変形に 20点，知覚障

害に 20点を配分し 5点ごとの段階評価を行った.

結果

手術前後の症状の変化をみるため I期〈術前)， n期
(術後 6 ヵ月 ~ 1 年)， III JVJ (1 ~ 3年)， lV J切り年以

上〉の各H寺j切に評価を試みた.各項目別に d、F価点の経

過をみると自覚症状は第nWjに全例で 1段階以上の改善

がみられ， 26肘のうち 23Jj.jでプラトーに迷した.第E

期でさらに改善のみられたものは 3JJ.jのみであった(図

1 ) これに対し筋力低 Fや筋萎縮は第 H期に改善の得

られないものが 26肘中 10JHに認められた.一方，第E

J測では 18JH中 10Mがさ らに l段階以上の改汗を示した

(図 2).このように筋力，筋萎紛のlill復はしびれ感、の改

汗に比較 して緩徐な問復過紅を示し，術後 2~3 年で

プラトーによ主するものが多かった，また，かぎ爪変形の

回復は筋力の改善に類似し，知覚障害の経過は自覚症状

とほぼ同様の回復過程であった.これら4項日を総合し

た総点でみると， 26例全例で術後 I段階以上の改善があ

り総点の上昇がみられた(図 3) 第 1J~Jの総点は 20 点

より 65点まで平均 37.7点であったが，第 IIJWでは平均

57.3点，第E期では 71.7点， 第N期では 80点となり，

術後経過の長いものほど総点が上昇する傾向にあった.

次に手術前後に電気生理学的検査を行った 16例につ

いては運動神経伝導速度(lvICV)の他側比を求め比較し

た. 1例を除き術後改?専がみられ，術前平均 17.2~""，術

後 1年で平均 71.5% であった

考 察

JHiiil4Hi'侠4ifの術後成総の判定にはし、くつかの，i'HI!ijJ，t
準が月h、られているが日)， これらは 1・として 4段附の

評価て‘あり ，JI寺院n的な杭状の変革1;やごく i限度の笈化をJ、F

ilJJiするには難点がある 今川われわれは，これまでの li'I~

側基準を参考にして臨休症状をもとに総点を 100点とし

た 5ぷ
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表 1.尺骨神経障害評価点

1 白党症状(しびれ感，終痛〉

1) しびれ感なし (30;.'.'.)

2)継いしびれ感があるが通常は気にならな
L、 (20;.'.'.)

3)常11与しびれ惑がある が不 !とIIJ1なく{ujでも
できる (20点〕

4) しびれ感のため不快感をtr-う 長H主I:¥Jの
作業が不自由である (15点〉

5)しびれ感のため日常生活上不 !'-IIsを感ず |
る (10点)

6)動作により察痛を伴う強いしびれ感、があ
るく 5点、〕

7) しびれや察痛のため動作がかな り制限 さ
れる (0点〕

2. 筋力(筋力低下，筋萎縮〉

1)筋力正常 (30点)

2)軽度の筋力低下がある.筋萎縮はほと ん
どわからない (G以上)(25点〉

3)軽度の筋萎絡を伴う (20点〉
4)明らかな筋力低下がある (F以上〉

(15;口、〉

5)明らかな筋委絡がある (10.'.'/.)

6)高度の筋委縮があるが筋収縮は泌め られ
る (p以下)(5点)

7)筋収縮なし (0点〉

3.変形

1) ~}診なし (20点〕

2) f旨の完全仲展可能だが第 4・5ft1の内 '1以
ができ ない (15点)

3)第 4・5指の完全{中展不能 (10.'.'/.)

4)かぎ指を示 し時 に第 2・3指に も及ぶ
( 5 .'.~，) 

(点)

30 

20 

10 

O 
術前 術後0.5"'-1年 1"'-3年 3年以上

図 1 術 l]ij・術後の 自覚症状評価点の推移

(点)

30 

20 

10 

0 
術前 術後0.5"'-1年 1"'-3年 3年以上

5)明らかなかぎ指で関節 (PIP.DIP)の拘 l 図 2.術riIi・術後の筋力，筋萎縮評価点の挑移
絡を伴う (0点)

4.知覚障害 |一一

1)知覚障害なし (TPDく50101)(20;.'.'，) 

2)尺側に軽度の知覚鈍麻がある (50101く |
TPDく10mm) (15点)

3)中等度の知覚鈍麻がある (100101くTPD
く 20mm) (10点〉

4)高度の知覚鈍麻があり時にliIi腕部にも及 | 
ぶ (TPD>20口0101)(5;点a

5め〕知覚脱失 (0α，点) - -1 

合計

H与的な変化を従えやすく ，各JJJ11 J)IJにみるとしびれ感な

どの i'l覚症状の恒l復は早く，筋)J低ドやMJ1差紛の回復は

緩徐であることが切らかとな った.また総点では，ii'l'fllli 

}\I，~の改将が:広しい例と較終的な，i'i' fllli /ょが ，:田川 、佐例ではと

もに忠者の満足度も高く ，この，j判1"';人はI)!.¥W!，'I:状をよく

反映できるものと考えられた.

(点)

100 

50 

。
一一一一一一一
(平i河川)

37.7内 57.3点 71.7，' .. 80占

i桁前 術後O . 5~ 1 年 1 ~ 3 年 3年以上

図 3 術liij• fAij/去の総介評frlli点の折t移
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JHliil管症候群に刈する King変法の1M後成績

』一平均点(75点)以上

.---・平均点(75点)以下

手術時年令
(才)
50， 

り
で

よ
ま

症

術
発
手、、、

、、
、、

、、

100 
(%) 

2o(月)

J 
/ 

原疾患

100¥( OA ¥ 
(%) ¥OA+外反目す/

図 4.{!jii後成績に及ぼす因子(術後約 l年経過例〉

術後成績のすぐれた昨 (':k!線〉は成績の劣るi庁(破

線〕に比較して手術H与の平均{I'!紛が低く，発抗より手

術までのWJlltJが知かく， OAによるものはやや少な

く，術liiJ総点の、|づちJ}，I，(は高い また MCV も術liiJよ

いものが多い

次にこの.i'1守IlIi1<.を)IJ~、て Hj;i)JxWに彬神をりえる I)H

について検討した 術後 l年以上を経過した証例てイホI後

)&mが平.i~)l，(以とのもの，すなわち術後経過のすぐれた

î~'j'と，平均点以下のもの，すなわち術後経過の劣る併にわ

け5項目について比較した(図 4). 術後平均点以上の

群では手術時年齢がより低く，発症より手術までのj切川

1669 

がより短く，原疾患では変形性肘関節症より外反乱Iが多

く，また術前総点、が高いとし、う結果が得られたーまた，

MCV も同様に術前よいものが術後成績がよい傾向にあ

ったが， 他の項11ほどlJJlらかではなかった また，手術

手技の影轡として内n!IJ上駅の切除が不十分なため術後成

績が劣ると考えられた症例が l例に認められた.このよ

うに術後成績に影響を与えるいくつかの因子があるにも

かかわらず King変法術後ではすべての例で総点の上

昇が認められた.すなわち，本法は高度M:Hキ例にも適応

があり ，安定した成績の得られる手術法であると考えら

れた

まとめ

1) )トj部管症候群に対し King変法を行った 26肘の

予後調査を行ったー臨床症状をもとに新たな評価表を作

成し，術j)iI・術後の評価を行った.

2)術後全例に総点のI::fl.を認めたことより ，R-J部管

症候群に対する手術法として King変訟は安定した成績

の得られる手術法と考えられた.

3 )しびれ感などのI'IJHt状は約 l年で川復したが，

筋委総，筋)J低下の改 iY{:は緩徐であり， 2 ~ 3 年を要す

るものが多かった

4 )術後jぷが〔に影響を与える|刈了について検討した.

文 献

1) King，1'. cl al.: j. Ilonc juinl Surg. 41-B:51， 1959. 

2) Learmonlh， j.R.: Surg. Gyncol. Obslet. 75: 792， 
1943 

3) Osborne， G.: l-Iand 2: 10， 1970 
4)井上久ほか:整 ・災外 25:1384， 1982 

5)水村博光:Iヨ整会誌 42: 849， 1968 

6)赤痢治・整形外科 23:94， 1972 

7)生田義和 ・災害医学 20: 447， 1977. 
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の 6例Ulnar tunnel syndrome 

Ulnar tunnel syndromc; a report of six cases 

ftL Lと出fiJr也 市 lifi]

品子 YG I(;I~ ]よ¥li:仕事

今 )1孝1i・

後 j接

;イi4・51行のl経伎のかぎ爪ゑ形と， J471神経支配域の知l

:J:，í:鈍 U~ ， 筋萎紛がある Triquetro・pisiforme jointより

J( ~I ーしたガングリオンにより ， 尺'丹神経はJ Guyon f'& 

人 11郎で尺側に正;0されている.術後 2ヵ月で良好な1"1

復をみる.

症例 5.32成，見.

1979年 8刀より，右手関節の運動11、'ili7i，第 5指のしび

れ!広を生ず。小指球筋の軽度萎縮と尺竹神経の支配域に

知覚障:習をみる.手関節より約 2cm 中継側で長学M'j単t
より起り Guyon管の上を通り尺側末Wiへ斜走する兵

常筋腹により尺骨神経は軽度に圧迫されている 長掌筋

の破絡と診断しこれを反除する 術後 1ヵ月で良好な

回復をみる.

症例 6. 28政，男。

1981 if 8 ) Jより左尺骨神経f，fil，.j(の女11党鈍麻と第 2・

5 J行の外転昨:与が山現する. 左 4・51行の軽度のかぎ爪

変形と，火'1';神経支配戚の知覚鈍麻，筋萎紛がある ]IIj 

腕制改伐!付tft側より起始し，Guyon TI'IAJにはいり短小

指Jlli筋筋腹と一体とな っている筋肉をlLEめる.1'1小J行Jlli

fjjJの自主桁と診断し切除する.術後 6ヵ)Jで筋委縮，知覚

ともに1"1&をみる

考 察

Guyon 管の解ì~1J学的特徴から， ulnar lunncl syndromc 

E日l

ガングリオン

ガングリオン

ガγ グリオン

ブfγ グリオ γ

破約筋

似絡筋

原因誘因

運動麻痔
知覚

!第 1背l、指外|
障害 仮IJ骨間

転筋 |筋

+ + 
+ 

十
+
+
十
十
十

十
+
十

表 1.症

+
+
+
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Enlrapment nellropalhy の中で， 手.rli管症候群や目、l

l1il竹自主候君1・に比較して ulnar lllnncl syndrome の報告

は少ない. われわれは破格筋による ulnarlllnnel syn-

dromeの 2例を報告したが，今回はガングリオンによる

4例を加えて報告するー

症例

6例のうちガングリオンによるもの 4例，長'ぶ筋およ

び短小指屈筋の破格によるもの各 1(91]である(表 1). 

症例 1.45歳，男

1978 iド1月'1'旬より右第 4・5桁のかぎ爪変形， )ミ'白

神経i.li:校の支配域の知覚鈍麻とr:t::校支配の筋萎縮が出現

する Triquelro-pisiforme jointより発ノ1:したカングリ

オンにより，尺什神経は著切に尺側へJ1';0されている

術後 1il唱では完全に1"1復す

症例 2. 48政，女

右第 51行のかぎ爪変形と尺'1']神経深校支配筋の萎縮を

みるが，先l覚障害はない.Triquetro-hamale jointより

発生したガングリオンにより ，尺1i・神経の分岐部末析で

深校のみj上i白されている 術後 7週でかぎ爪変形は消失

し良好な凶復をみる(凶 1) 

症例 3. 50歳，男.

1980年 4月初旬， 手背の筋萎縮を認める. (手指内転

筋，??側骨問筋の萎縮は著明であるが， m5外転筋の麻

純とまJl覚障害はない. Triquetro-hamate jointより発生

したカングリオンにより ，尺骨料1経深校が小指外転筋へ

筋校を分岐した末柏、で圧迫されている 術後 6~で背側

'IH/¥J筋の萎縮はかなりの1"1復をみる(凶 2)

症例 4. 43歳，女

1 982 年 2 月初旬より右iti15 折のしびれIL~ :U現する

Key words: cntrapment ncuropathy， ulnar ncrvc， ulnal 

tunnel 

ヰ T.lmai， T. Nagano， K. Tsuneoka， S. Goto， 'j、Kojima

(助教綬) 東京慈恵会医科大学形成外科 (Dept. of Plast 
Reconstr. Surg.， The Jikei University， School of 

Merlicine， Tokyo). 
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Ulnar tllnncl syndrome 

の附主主型を Shea2
)は3型に， iI¥ド ・111M3

)は4型に分

類している

今回，欧米および本邦の報告例よりわれわれが調べえ

た範囲では，Shcaの l型，津下の l型は 79f71j， Shea 

のH型は 111例である.この E型の 111例のうち，記載

がはっきりしている症例 37例について， 正ドード・11ii可の

分類にあてはめると， m型が 16例，N型が 21例であ

る また Sheaの血型， rf下の H型は 24f7IJである 倣絡筋による 1I1nar lllnnel syndromeの報ill-例は，調

われわれの症例では，症例IJ1， 4， 5， 6はilt.下の I べえた範[lljでは 33例である このうち倣桁筋の起始，

型，症例 2は津下の 血型，症例 3は1-1¥下のN型である 停止などが詳細に報告されているものは 13例であり ，

ガングリオンによる IV型の報告は Richmond4
)の l例， 長学筋の依絡 5例，小指外転筋の自主絡 2仔lj，短小指屈筋

Uribllr1l
5
) の 2f71j， Seddon6

) の 1f7ij，伊藤7)の 1f7IJの ~I の破格 5Wlj，虫様筋の破i持?と忠われるもの 1(Jljである

5例であることから，非常にまれな症例であると考え また，本郊では西島8) らが 1例の報告をしているのみで

る ある.これらの症例について調べてみると，生下時より

また，カングリオンの発生部位別にみると lnqllelro- 異常筋腹をもちながら，ある時期に尺'fl神経の圧迫症状

hamale jointより発生したもの 2例，lriqllelro-pisiforme を呈するようになるというのは，職業や外傷などによる

joinlより発生したもの 2例である(表 2). Richmond なんらかのE誘1&があ ってJjjJのJJ巴厚あるいは神経周凶の炎

は， lriqllelro-pisiforme jointに発生したカングリオン 症が起るためと考える したがって， ~m:t に多く ， 40歳

は末梢に成長し 深枝のみを圧迫し lriqlletro-hamalC 代にもっともよくみられている.一方，角平行Ij学的には，

JOlll tに発生したカングリオンは学側に発育すると述べ Kaplan9)によると， liij)腕IITl側の破絡筋は民学筋に出来

ている Triqllelro-pisiforme join tより発生したガング するものが多く， Reimann10
) らは 530JJ立'1'1511立にみら

リオンによる 2例は， 2 f7IJともI1ド卜のl型の麻糾lを起 れたと報告しており，その うち長掌筋舵より小指外転筋

し triqlletro-hamalejointに発生 した 2例は 1例が に停止する破絡筋を 4JJ立にみている.したがって，1I1nar 

E型 1例はW型であり Richmondの報告とは逆の lllnnel syndromeを註した!tE例て1土，破絡筋の存イ七も一

結果になっている 応念頭におくべきであると考える

次に，われわれがすでに報告した症例 5，6のような Ulnar tllnnel syndromeの圧迫原因について， Shea 

図 1.

1671 

図 2

表 2 ガングリオンの発生部{立と津 F.IIIMらの分

類による京例数

I
 
I
 

I
 

lriqllelro-pisiforme joint 

lriqllclr0-hamate joinl 

2 
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1672 ~ 34 ・ ~} 12 (1恥11与wlFIJ) 整形外科 1983 i手11月

の報告では 19の原因があり， ガングリオ ンと職業性の

ものがその半数を占めている. 今i"J，われわれが調べえ

た本邦例は 28例で， やはりガングリオンがも っとも多

い原因とな っている.

ま とめ

われわれの経験した ulnarlunnel syndromcの6例

について，米干の文献的考察を加えて報告した.

文献

1)後藤昌子ほか:形成外科 26: 146， 1983 

2) Shea， J.D. et al.: J. Bone Joint Surg. 51-A: 1095， 
1969 

3)津下健哉ほか 中部整災誌 10:203， 1967 

4) Richmond， D.A.: J. Bone Joint Surg. 45-B: 513， 
1963 

5) Uriburu， I..J.F. ct al.: ibid. 58-A: 145， 1976 
6) Seddon， H..J.: ibid. 34・386，1976. 

7)伊藤恵康ほか ・獲形外科 29・1438，1978. 

8)丙島直城:向上 32: 1672， 1981. 
9) Kaplan， E.B.: Functional and Surgical Anatomy of 

the Hand， 1st Ed.， Lippincott， Philadelphia， 1953 

10) Rcimann， A.F.: Anat. Rec. 89: 495， 1944 

非外傷性検骨神経深校麻癖の 7例

Seven cases o[ non-traumatic deep radial nerve palsy 

竹内向人 目f木l 進

天谷信二日li rj' ，条正博

橋本二美男 増 111

続骨やl '統派校月末jl年は，知1ひr';~: '1 1 ;.を欠く末梢神経腕;j~[ と

して，正rl'神経の前骨聞神経附;!V，'に対比して後'ij川和l'経

麻癖とも呼ばれ， drop nngcr dcformity という特有の

症状を弔する ところで，本的:簿の発生に閉しては，

Monte昭 ia'11'析など月)[ltlil古川辺の外傷に起閃する外傷性

的;jJ¥[のほかに，非外傷性腕;!V，'も あり，種々の科dT7がある

が，その原因は定かでない.

1976年以後に経験した 7例の非外傷性続'円神経深枝

麻痔について，その発症の誘因と手術所見を検討し麻

痔発生の機転に関して前腕の!皮位と焼骨神経深校の状態

を屍体標本で検討し，文献的考察を加えて報令する.

症例

症例の概~は表 l に示したご とく であり， それ らの発

症の誘因と考えられるものは，JHI長]節部抗1Jl11に腹痛を触

知したもの 2例，述日の長時!lnの写経後急激に発症した

Key words: ncrve palsy， deep radial nervc， non-trau-
rnatlc 

* N. Takeuchi， S. Nomura(教筏)， S. Umeda， Y. Sawada， 

S. Amaya， M. Chujoh， T. Honda， Y. Ugazi， F. Hashi・

molo， S. Masuyama 金沢大学整形外科(Dept.of Orthop. 

Surg.， School of ~I edicine ， Kanazawa University， Kana-

zawa); ~1. Yoshimura (助教綬〕・福井医科大学整形外科.

村I}.川兵一郎

本 IH敬宜

以 111米 ;iti

'j三賀治行雄

戊 吉村光 /γ

もの 1{111，除'~i('ド業でのスコッ プ{史川後急激に発起した

もの 1{JIJ.誘内不明jのもの 3仔11であり ，このうち 1WiJI主

急激な発症を/Jえした.発症より子体Iまでのj開聞は，経過

観察JtJ]問を合めて最長 3年，最短 3ヵ月であった.治療

としては，事I'j需剥隊術 4例， ガン〆 リオン摘出術 2例，

肢~移行都r 1例を行った それらの l術所見は，ガングリ

オンによる圧迫 2fJlJ. Frohseの arcadeの部で神経が絞

犯されていたもの 2例，続骨小UJt直上と思われる部に一

致して，神経に 2ヵ所のくびれが認められたもの 1例，

明確な所見のなかったもの 2例であった その成績は，

発液より手術までのj抑制;3年と長く，神経輩IJ雌術後，

単H多行術の追加を111有した例と，最~移行例を除いて ， 術

後 10nから 1ヵ月以内に麻粋I!_II復の徴候がみられ， 1限

移行例も含めて良好な結果が得られた.

症例.K. T.， 22歳，男修行的.

現病歴 :連日長H与11¥1の写経行中 7口LIの朝，右JHI刻

節腕側の疹痛とれ H行の伸展障害が山現. 2ヵ月後当科

紹介され受診.

現症 右手際1Mの尺側背屈不能，./計百の伸展，税1Jtll

外転不能， 第 2 ~ 5 指の MP 1*1節1'1'}民不能. 知覚障害

はまったくなく，筋電図では，EDC， EPBに denerva-

tion signを認めた.
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手 1，外傷性検骨や!I経深校麻里)~

表 1.症例の概要
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1 h， 1 1 ，" ' 1 ，" 1 発症から回復開始
1 {ド 1"'，. 1忠 1 ，-.，.，，1 j年 Ic J!I: ，r -，~; I~~~~'~ I 症 例IJ1 ;;:;: I性 | 、| 誘 因 1発症 | |麻抑 IT術まで| 治 療 手術所見 |までのJW|齢 1fl{1J ，"， "" 1 Je ""  1焔 I rPl~ )~f' I tfHI I lI-¥'J I 7ItJ I のJUJlI¥] I II¥J 

陥'，'Y小以と深校のあレだ |
W. T. 1 53 1女 右 ガングリオン |緩徐 土 l 不全 1 6ヵ月 胞415摘IB術 |に 1.8 x 2. 5cmのガング 3迎

リオンあり
Frohseの arcade の肥 |

S. K. 27 I女 1_i_ 緩徐 !ー|不全 3年 |神経剥離術 厚⑤焼骨小顕在上の深校 I (-)  

は変性
焼骨小顕と深校のあし、だ l

S. N. 128 男 左 ガγ グリオン 緩徐 士|不全 3ヵ月 腫湯摘u¥術 |に 1.0x1.5仁mのガング ;1ヵ月
リオンおり ! 

H.H.I…右 |緩徐 11'~ 17カ月 l同 町 献 に 叩 見 な し i10日

I "，，1 ffi I 連日長時間の 戸 I 'l • R 1神経剥離術 |深校は肥厚したFrohseの |
K. T. ! 221男 右 写 経 ぷ激十完全 I 3ヵ月 十 arcadeの部で絞犯され(ー〉

-r/l!i:. 腿 移行術 中枢側は硬く凹凸不整 l 

Frohseの arcadeの 2cm1 

N.T 19
1 女左

S. T. 判女

急激 十 完全 I 3ヵ月|神経量IJ離術 中枢(榛骨小頭直上〉に，I 1ヵ月
2ヵ所のくびれあり | 
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図 I 症例 K.H 

Frof聞 の arcadeの部で深校は絞犯されている

(矢印).その中枢側の神経は円凸不整が認められる

術中所見 .続'目神経深校は，Jj巴厚した Frohscのarcadc

によって絞蛇され，その司 1松似IJの神経は(皮化，凹山不整

があり変性が強く担l復が望めないと判断し腿移行術を

施行(図 1) 

t~i後経過は良好で，千Ji1の {III以降;与はìl~* し患者は満

足している.

症例 . N. T.， 19歳，女.応員.

現病歴:なんら誘因なく，朝起床H寺より左Jj.J以l節外側

の1割Iyjとともに，手指の伸展障害が/I¥JJL 1ヵ月後当科

紹介され受診.

現 症:前記症例と同様の症状を示した.

図 2. 症例 ~.T. 

Frohse の arcade の 2~3cm 中枢の捺骨小頭直

上部の深枝に， 2ヵ所(テープで示した部)のくび

れが認められる

術中所見 Frohse の arcauc より 2~3 cm "1_似の出

骨小IiJlTI色上と思われる郊に 2ヵ所のくびれを深枝に認

めた.事11経華IJ自ffi術と Frohscの arcadeの切離を行った

(区12).

術後 1ヵ月より H日の{III以降'占の改善がみられ， 1~j後

4ヵ月で{III展障害はまったく消失した.

考察

鋭骨神経は， J '. !腕'丹駅上線の中指えが)2~7 mm の部分

で深校と浅校に分岐し，分岐後深枝は腕焼'局筋とJ'.腕筋

のrJ'Jを下行し， 短焼側手恨{中筋起始部の tendinousedge 

の下を通り，いわゆる Frohseの arcadeを通って回外
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り，この'1'には arcadeの)J巴厚のないものもあった. ま

た， Jj tlY:1節最大伸展位では，椀骨小頭!二を走行する深枝

が強く緊張するものが 22肢中 12肢にみられ，これらの

ぼ肉としても， Frohseの arcadeの)J巴厚と arcadcのrb
似がIXI与しているようであった Frohseの arcadeの)J巴

厚にI)(Jしては Spinncrは 30% にみられたとしてお

り，今同の調夜でも 35% であり， これと arcadc が近

位にまで及んでいるものが本麻痔発症の関子の一つにな

ることが示唆され，そのさい，前腕の団内位と肘関節過

仲展位が crilicalpositionであると考えられる.事実，

過去の報告fJU'，めでも，誘因と考えられたものは， critical 

pOSltIOn と考えられた肢位と関係があるようであり ，そ

れらの手術所見でも Frohseの arcadeの肥厚が関与し

ているようである. そして arcadeの近位で深枝に 2

ヵ所もしくは 1ヵ所のくびれを認めた症例もあることか

ら，西村ら6)の述べる，回内回外運動に伴う境骨小頭の

回転運動や筋収縮の差による，深枝への捻れの力の作用

も，可動域の少ないこの部では，一つの因子となってい

ることが示唆される.

以上のように，解剖!休の検討と自験例を含め報告例の

発症の誘因を検討すると， Frohseの arcadeの状態には

倒人差があるが arcadeが)J巴厚もしくは近位にまで及

んでいるものでは， Jj，1関節の過伸展位や前腕囲内位を長

H与問強制lしたり，頻回に反復することが，本麻里草発生の

大きな要因となっていることが考えられる.
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表 2，自ij腕の肢位と侠骨神経深校の状態

(屍体標本 12例J 23n主)

8

2

2

0

3

0

 

ー
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arcadcのIJ巴J'/8
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arcadeの肥j以@
arcadeの肥厚θ
arcadeが近位にある

1. Tiiilb厄IUllAJfι

深校の絞』日

強 10)J主

13)政~pJ 

筋の深 ・浅両頭のあいだにはいる.この 2ヵ所で、は，深

校の可動域は少なく， Kopellと Thompson1
)はこの部

位を entrapmentpointとしている.また，桃骨小lis付

近の侠骨神経深校の funicularpatternは， 回村による

ときわめて単純であり ， 単純な funicularpatternを示

す神経幹は機械的刺激により容易に麻癖が生じるという

Sunderlandの意見と考え合わせると， 山本ら2)が指摘

するごとく，この部の深枝は麻癖を生じやすい条件を備

えていることになり spaccoccupying lesionや肘関節

運動により容易に麻痔を生じうることが推察される.

そこで，肘関節運動と検骨神経深枝の関係を解剖 体

12体 23肢について検討した. 前腕回外位では緊張のな

い Frohseの arcadeが，前腕最大囲内位では緊張し，

Spinner3)の述べるごとく深枝の通過部分は狭くなる.表

2に示すごとく ，前腕最大囲内位で深校が強く絞似され

るものは 23肢中 10肢にみられ，その絞侃因子と して

は，Frohseの arcadeの肥厚によるものが 8肢， arcade 

が近f立にまで及んでいるためと考えられるもの 2肢であ
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arcadcの肥j手⑦

arcadeの肥厚。

arcadeが近位にある

arcadeの肥厚⑤

arcadeの肥厚θ
arcadeカ'J丘1止にふる

2， IH関節過仲展(立

深校の緊張

強 12肢

11肢;-1;::1 
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手根管症候群発症の要因としての

手根管断面積の CTによる検討

Investigation of cross-sectional area of the carpal canal by 

CT scanning as a factor causing carpal tunnel syndrome 

梁正 |在 山 島達 也 斎藤英彦*

1675 

手根管症候群を起す一因子として，手根管の構造的狭 た. 井J:j}¥骨と豆状骨が摘出される近位部像は， 1枚 (Pm

牢があることが 1980年 Dekel らにより指摘された.こ とする〉あるいは 2枚 (P"P2，平均値 Pmとする〉得

れは，cervical spondylos i s による顎髄症の発生に脊れ~: られ，大灸形骨と有鈎骨が抽出される遠位部像は，全例

の dcvelopmentalstenosisが重要な肉子となっているの 2枚待られる (D"D"平均伯 Dmとする，図 1a). 

と同じように考えられる.この凶チは理論上いわゆる 測定方法

idiopathic例に存在する可能性が大きい.この仮定を分 コンピ ュータに接続した間像解析装置〔ダブレ γ ト・

析するため，CTを汀j¥，、て，手根往症候群擢患患者とi建 デジタイザ〉を用いて，拡大焼付した CT 像から，下

常人のF根管の断TCri:&'1を計iJ!1)し本症発症とIrfrlui加 との 記の3項 目を品!I)ii:'した(凶 1b) 

相IXI以l係について検討した 1)断I而f印lib杭'1:T恨T竹竹~;の h民え似となる'，'付竹"円け'l'Iíi.点をれ

対象およひびit:繰最影方:法去 似竹竹，てで‘:.u開!jまれるt範道四.

対象はまず健常な対!慣例として 20成{にから 60ぷ代に 2) ~畑作 (transvcrse diamctcr; TD) : -TfJi管の屋根

いたる 10年代ごとの男女各 10;f，1i'JI' 100名200T以! となる'円・頂点を結ぶ線の長さ.

節， および子恨竹症候群権患、患者;-60例 80T閃節であ :J) liij後任 (antero-postcriordiamet白;APD):横径

る.忠者群の内訳は，13例 14手関節の全男性例 idiopa- 総から 1三似行底部におろした最短垂直線の長さー

thic型で，女性 47例 66手関節の|付 idiopathic型は 38 結 果

例 54子で，二次性のものは 9例 12子関節である 術前 I 健常対照群の測定値

CT 51手闘節，術後のみ CT29子氏l節で，術古ii・術後 1 )左右差 :手根管断面積は，一般に左が右より狭

とも撮影 したものは 15手関節である く，その差は男性が Pmで4.2%，Dmで 3.3%，女性

CT撮影には， Della-Scanner 2020型を用いた. }段臥 が Pm・Dmともに 2%であった.しかし有意差がない

位で装具を装着して，両前腕回外位子関節中間位に固定 ので， 後j&の身長，年齢などとの相関の検討から，両手

し， 子一管球間距離 25cmで，子関節掌側の distalwrist の平均値を個々の例の数航と して使用した.

creaseを起点として，前腕長柄hに直交するように遠位ブj 2 )性別差 :女性の Pm・Dmは，それぞれ 23.1% ・

向へ 4mm間隔で，両手を一緒に阪影する.肩の動きが 26.4% 91性より狭くなっている(表 1) 

わるい例では，-hVi)払位として片子ずつ似影する :3 )年荷台別比較 児女とも Pm，Dmのいずれにおい

CT 画像の条件は，軟部組織がよく Jl'liU¥されるように ても力11齢による有志、の狭小化は認められなし、

CCJ1lcrが 60Hounsficld unil， winclow悩 300Huとし 4 )断1Mレヘノレ問の比較:子tJi管近位{;jlの伴'liliiib'iPm 

Key words: carpal tunncl syndrolllc， CT scall， cross-
scctIonal arca of carpal tunncl 

本当 l主)'0，T. '1・ajima(数段)， H. Saito (.;削!i) 新潟大γw
Ir*1'ト干よ十 (Dept. of Onhop. Surg， :¥iigala Univcrsit)'， 
School of i¥Jedicine， Niigala). 

と述(立i消防i白it'lD" D2 :Jおを比較すると， D，レベノレが

もっとも1火し¥

5 )身長との相|対:身長とIt)rluib'iは， .11のイjJ::j、な相閃

|刈係をもち， 身長が[::Jくなると， Pm， DITIのいずれも

広くなっている とくに女性の Dmで危険本 0.5% 以

下であった(図 2). 
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a. CTスキ ャンのや り方 遠位学側手間節Ek:線から遠位方向

に 4mm  I::J隔でスキ ャンする 舟状'，1紡ili'iとTI状什がtUii.Uされ
ているスライスを手恨管近位郎像 (p)，大変形什と鈎状'ii鈎が

t!'liil¥されているスライスを子線管i創立川像 (0)とする.これら

の像がうまく JIll川されないときには.l卓位'千:側下|刻節i支線から

2mm ).創立，'~)を起点としてスキャンを繰り返す

b . 近{立 ，'~)f~良 ( P )， 速{立 I'~)j家 (0 " O2) のシ J:ーマと断面約

(斜線 i~O ，伊HI (TO)， IIIj後径 (APD)

図 1
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手線竹原候君f発frEの要因としての手根管断面積の CT による検討

表 1.健常人と件発性手恨管症候群患者の手根管l折而積の比較

a. 男

malc controls 
lcvcl 50 pcrsons 

100 wrists 

Pm 
240.51土23.34nun2 

D， 227.14::¥: 20.98 

D2 
262.66土20.98

D2一DI 35.53土11.43 

Dm  
244.90 ::¥:23.00 

b. 女

female controls 
lcvcl 50 persons 

100 wrists 

Pm 
184. 34::¥: 17. 22皿皿2

D， 164目 23土11.97 

D2 
196.23土15.46

D2-D， 32.00土11.22

Dm 
180.23士12.62

prc-op. CT 
7 wrists 

1677 

idiopathic CTS， 13 patients， 66 wrists 

post-op. CT 
7 wrists 

unal1ected 
12 wrists 

201. 85土29.87醐 2

Pく0.001*

173.54土 9.13 
p. 0.0001 

23.29::¥: 8.98 
Pィ 0.001

16l. 90土 9.03
Pく 0.0001

2.患者群と対照群の比較

1) ldiopathic型における術前 CT断副都は， 男女

とも Pm・D，・D2のいずれも対照群より危険率 0.01%

以下で7ii立に狭かった また，三つの断而杭 の う ち で

は， 対!附洋と同様に D，がも っ とも狭い j十側1生の

idiopathic :r.下では，在住側も対照m・に比しEたくなってい

た. とくに D，・ D2 レ ベノレでは，述、~lIJ体.j lìíj断 [(ri H1 とほと

んど同程度の狭小化が必められる このことから，HR 
管の桃造的な狭窄は，両側性にくることが多いと考えら

れる.術後のみ CTj洋断而訴は，対照:r.rよりわす'かに狭

187.72土11.69 
Pく 0.0001

227.01土 18.23
Pく 0.005

228.17土26.23皿皿2

Pく0.05*
215.76土23.13 nun2 

Pく0.05ホ

203.81土27.52 199.41土16.13
Pく0.0005

248.60土30.10 227.87 ::¥:21. 04 
Pく 0.005
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44.78土13.55 28.46土 8.66

226.21土28.03 213.64土18.29
Pく 0.0005

水位符;人との干i:tt;事

prc-op. CT 
32 wrists 

idiopathic， CTS 38 patients， 76 wrists 

post-O]). CT una仔ected
22 wrisls 22 wrists 

secondary CTS 
9 pts 
12 wrisls 

167.30土14.64凹ポ1 182.56土20.02m田21 172.50土18.01皿皿2 202.20土24.23皿皿2
p '"' 0.0005* pく 0.01*

150.25土10.82 I 163. 30::¥: 11. 53 152. 22土15.76 172.20土1l.87 
p‘0.0001 pく 0.0005*

192.83土16.63 174.45土16.12 201. 10土 12.87
Pく 0.0001

29.53土12.15 22.23土 9.33 28.89土15.51
Pく 0.005

163.34土 15.08 186.68::¥: 9.65 
Pく 0.0001 1 

ホ健常人との有意差

178.09土12.95

一一___l_

い程度で，術前 CT:r.平の断而積より明らかに広くなって

し、Tこ

2)二次性手根管症候群l面積は，対照¥群に比しむ しろ

jムーく ，とくに Pmでは，危険率 1% 以下で，有意の差

をIJミした(表 1b). これは主に RA症例で，手根句・|付

組織の刷局11により osseouscana Iが広げられるものと抗

測される.

3)争t-j前 ・術後の変化を検討するため，両方とも CT

をとった症例併についてみると，術後 CT像では，手根

竹内組織が'干のlIJへ移動 してくるとともにT根竹の償作
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れらのレベノレて市町係，前後任のいす.れも明確な短縮がな

いものが 6 子あり，そのうち 4 子で近位f郁子払l~tの 10%

前後径の短縮が認められた 残り 2手では近{也市l・遠位

miともl析ii'!凶'{の狭窄を認めなかった

考察およびまとめ

1 ) lcliopathic型の本症では，健7日夕、I照併と比べて

Pm・D，・D2 レベノレで，断面積のヰIIZの狭小化がみられ

b. 女

図 2. 健常人の下似管Iffr凶i;fi'lと身長との羽11対関係

る.

2) D，レベノレで断面杭がもっとも狭いことと flexor

H
、li11aculum がこのレベノレでもっとも1)巴厚していること

が Pmで 8.1%.Dmで 9.5%長くなり，断面引が，

Pm で 5.6%. Dmで 9.7%広くなっていた 前後作は

逆に D" D2がそれぞれ 1.2%. 2 2%を(氏くなってい

た.これは遠(屯部千根管・の lC山 011が近{立川より強くな

っていてより大きく鉱大されると封tI-とされる

4 )断面五H火作の主ij主主ーの杉i!a，t:女1'1 凶 opathicltH~i 

]IIT CT 32手では D，・1)，レベノレでHli1'fが対JK'¥ltr，に比

し約 10%短縮していたものが 18rで. liiI後任が 10%

以上短縮していたものが 8予であった liij後任のw紡例

では， 有鈎'自・鈎が短い異常構造がみられた(凶 3) こ
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手根管j，d民Jn~発痕の要因としての予根管断面積の CT による検討

pallents controls 
(6 pts. 8 wrists) (25 pts. 32 wrists) 

D， I 6.6土0.3mm

D2 I 7.5土0.4

7.6土0.9mm
APD 

8.5士1.1

図 3. 手恨管断面積狭窄の2lt因となる有鈎'j!J鈎の異常短縮

先天性の形成不全によると!Llわれる有鈎骨鈎の短縮のため，遠位

部 (D" D2) での前後径 (APD)が異常に短かL、{71Jがある 上は

44歳女性の CTスキャンとそのシ ェーマ (cap:有頭骨， h 有鈎

骨鈎，tr 大変形骨， tz: 小菱JE* 1~') 下の表は異常短絡を示した 6

例 8手のliij後任を健常対照lt'(でそれと比較したものである.

1679 

が多い事実を考え合わせると，手根管内正'I"TI'経はこの

レベノレで、もっとも圧迫されやすいと推定される. これは

Dekelらの“proximalpart"で圧迫されるという主張と

は災なる

4 )以上のように， r..品l竹の椛造的な狭匁は，特発性

手根管症候群の発症にさいし，重要な因子となっている

と考えられる.

3)手根管の狭窄は，償作または前後任のいずれかま

たは両者の短縮を必ず作っているー したがって，これら

二つの作の訊l収Eで， I*JriTiíWの狭窄を折U)lIJすることが "rtì~

である

文献

1) Dckcl， S. ct al.: sr. Mcd. J. 280: 1297， 1930. 
2)松林|吟:終形外科 28:561， 1977. 



J 1 

1680 

横骨遠位端骨折に合併した正中神経麻癖の検討

一一手術症例を中心に一一

Sludy o[ median nerve palsy caused by [racture o[ distal 

cnd o[ radius; mainly on cases o[ surgical operation 

古 川 克己 玉井 和 夫 勝見泰不11

平 iJ¥泰介 判111m再三自11ホ

焼骨遠位端骨折は日常よく経験する外傷であるが，正

中村l経麻痔を合併することは比較的まれといわれてい

る.今回われわれは， ttc骨述位端骨折に介併した夜中神

経麻痔について，子術症例を中心に検討を;)11え，いささ

かの知見を得たので報告する.

対象

過去 20年!日]に当科外来を受診した末制'1神経損傷患者

のうち，直接または間接的に'l~ 折と凶係を有するものは

256例であったが， 続骨遠位端'骨折に合併した正中神経

麻簿の症例は 7{J1]のみであった(表 1).会症例とも他

院で骨折の治療を受け， 受(お後 4 ~ 自週刊にや1 '経附;停の
治療のため当科を受診している

定期的な検索にて，回復の兆候の認められない 4症例l

(表 1;1， 2， 6， 7)に対し， :3伊IJに神経剥再IH本i，1191]に

観血的整復術を施行した残る 3例(表 1;3， 4， 5)で

は，i':'f.1時的な同復が認められたため保存的に治療した.

症例

症例 1. 33歳，男(表 1;2). 

約 5mの高所より転落しれ腕'丹・遠{立端'!~折をきたし，

近医にて徒手整復および 4週間のギプス悶定を受けた.

ギプス除去後，右母tl'i・示JH・中指の知覚過敏が出現し

てきたため，受傷後 6週日に当科を受診した.サーモグ

ラフィーでは忠1JlIlの高温化を認め，筋屯凶では伝導速度

の遅延を認めた 3ヵ月の経過にても改子?をぷさなかっ

たため神経最11隊術を施行したが，TF. 'I 中 1 '鮮は什折日~)位で
娘痕にて高度の絞犯を受けていた (1刈 1;矢印はiErlri"l'

Key words: median nerve palsれ fracturc，radial distal 

end 

ド K.Yoshioka: IYJ石市立mt(j，ii~'é務形外科 (~673 明石市際医

IIIJト33;Depl. of Orthop. SlIrg.，八kashii¥IlInicipal Hos-

pital， Akashi); K. Tamai， Y. Katsumi， Y. Hirasawa (ll)) 

教綬)，K. Sakakida (数段):);(刷(fv.医科大'7・'!i'1J[手外科.

図 1

経，星印は疲痕を示す)

症例 2. 13歳，男(表 1;6) 

約 1mの机より転落し左焼尺骨の開放性骨折をきたし

近阪にて観血的骨強復術を受けた 受傷直後より手学全

体に知覚麻痔がけ1現したが，経過とともに政指 ・小JRの

それは改善したが，母指 ・示指 ・ιI'mの腕:痔は改善せ

ず，さらにわし子変形も出現してきたため受傷後 4週目

に当科を受診した.頻回の筋電図検査においても反応性

に乏しく ，改葬を認めなかったため約 lヵ月後に神経剥

離術を行った j，Jir'I'所見は症例 1と同様に骨折部位で減

反による絞犯を認、めたが，剥離術後の通電では良好な反

応を示した(凶 2). 
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境骨遠f立端骨折に合併 した正中神経麻縛 1681 

症例 3.17歳，男(表 1;7) 表 1.挽骨遠位端骨折に合併した正中神経麻痔

大型ノミイクにて走行中乗用車と衝突し

受傷した当初意識障宮も作干l'したため，

受似後 1迎を絞て観Jrll的教復体Iを受けた

が，竹折':;iWr:でのや11紙tf)rμは認めていな

い . 意識回復直後より ~i母指 ・ 示m . "1' 

指の麻痴を訴え改善しないため当科を初

介された.知l覚麻痔は高度であり，筋電

図 1:も病的所見を示したため 1ヵ月の観

察の後手術を施行した 術中所見では，

症例 1. 2と異なり骨折郎位での廠痕形

蹴|中 lsεx |山 | cause type of fractllre 

ぬ11 fracture dsclapl aratlonof 
lower radial epiphysis 

2 33 I male I 1主t fall Colles fractllre 

成および癒着は軽微であったが，正中神

経は骨折部より手恨管中央にかけひき延

ばされたように細くなっており，中枢部

はやや浮腫状であった.狭窄部では神経

周膜のJJ巴厚が著しく ，また堅苦力に乏しか

った(図 3;細い矢印は仮骨，太い矢印

は狭窄化 した神経を示す).

術後は全症例とも 2ないし 6ヵ月でほ

ぼIF.常の回復が得られた.

考察

7 {0Jの腕;痔の発生機序を SlInderland1) 

に従って分類すると， primary lesion 1 

3 62 

4 39 

5 48 

6 13 

7 17 

術前

術後

171)， early secondary lesion 6仔1)で，late secondary lesion 

の例はない.

焼骨遠位端骨折の合併症として，神経麻簿，関節症，

変形治癒，腿損傷などがあるが，いずれも頻度は高くな

い.神経とくに正中神経損傷の合併について， Schle-

singer (1959)2)， Lynch (1963)3>， Frykman (1967)4) 

などはおおよそ 2~3%と報告しているが，本邦の井手

ら (1979)') は 6~8% とも報告している. この両者の

差は骨折直後の浮腫 ・血腫による一過性麻痔の吸いによ

ると思われる.

実際，昨年 1年間に当科および関連 6病院で扱った検

骨遠位端骨折は 134例であり，正中神経麻痔を合併する

ものは 4例 3%であった

麻痔発生の要因として， 1)受傷時の骨片による直接

損傷， 2)骨片転位による牽引損傷， 3)骨折による血

腫形成および続発する搬浜絞犯， 4)変形治癒による持

続的圧迫，などが推察されるが，解剖学的には手根管内

ではTF.'I'神経t対応、J:I:筋腿1A洋と伴走しているために，そ

れほど強L、ハJ 迫は受けないとjU、われる.

われわれは，反体を使って外;各部の血管を検治してい

るが， f根管付近の血管造影では，入口 ;;Hおよび出口部

ma!e Lt fall 1 Colles fractllre 

female Lt ゅ aCCid- 山 fractllI

male Rt fall I Colles fractllre 

male Ll fall Colles fractllre ( open) 

male Rt traffic accident Colles fractllre 

症例番号 1，2， 6， 7は外科的に， 3， 4， 5は保存的に治療した.

_j 100f 
2 msec 

図 2.症例U6. rt. Opponens Pollicis M. 

図 3.
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で侠骨 ・I-.!.什雨動Jl1Rの分校が燃え;しており比較的J(ll行は

豊富である これに比して， r似竹内て、はループ状の調11

い血管が数本あるのみでlfl11fは乏しい.この 1(11竹位山な

手根管入111ft)付近で骨折が発ノ|令すると，これらの動脈も

破損される危険性があり，この場介には， 'ill'uJWIのII¥Jfll

のみならず多量の血腫が形成される.やがてこれが搬出4

務質化してゆく過程で癒新や絞仰が起ると推測される

症例 1および 2は，こうして麻糾ゅν|二じたと Jfえてい

る.

まとめ

1 )焼骨逮位端骨折に合併したIE中神経H単純 7{711につ

いて，とくに手術症例を中心に述べた.

2 )麻痔の原因として，手根符入口部付近でのJfl1管損

{似払とそれに統く縦品浜o形修)成点がもつともi，可lザrt能髭性があると

れた

:l) *荒川的な観苦言および諸検伐にて麻痔の診断がつけ

ば， 2ないし 3ヵ}J以内に比較的似裂の少ない神経刻版t

術およびH.l{竹IJHliX体Iが適当と考える.

文献

1) Sunderland， S.S.: Nerves and Nerve Inj山 ies，Chur-

chill Livingstone， Edinburgh， 1978 
2) Schlesinger， E. et al.: Am. ]. Surg. 97: 466， 1959 

3) Lynch， A. et al.: ].A.l¥I.A. 185: 363， 1963. 

4) Frykman， G.: Acta Orthop. Scand. [SuppI.J: 108， 
1967 

5)井手降俊円か 整形外科 30:12， 1979 

手根管症候群の家族性発症例について

An experiencc o[ familial carpal tunnel syndrome 

阿藤孝 J!I; ー1..、f )IJ 大)J他二 林 正 HI;

111 卜'-;AリJ 111本 11';- -， iJ 11込花 イtjl↑f

われわれは今同，手根管椛候m'の|μJ}泡発症例lを経験し

たので，本症候i洋発生機序解明の一助として.1'調fl'を1試

みた

調 査 対 象

過去約 7年間に当院で手根併症候砕と診断されたJ!8

名 9肢，女 37名 45肢，計 451"， 54肢を対象とした

結 果

1 )年齢別分布は二相性を示したが，50歳代にとくに

多かった.

2)手術的に治療したものは， 男 3 名女 1ωO ~才名/うIの

名1口3肢であつた.

3)子術例を原因別にみると， RA 31波 (23.03百)，ブJ

ングリオン，結核性病変，Jij状'ii'ijF.脱rl1キ111立(7.7%)

Key words: familial carpal tunnel syndromc， cntrap-
ment neuropalhy， tenosynovial chondromatosis 

* K. Atoh (医長)， M. Kamihira (病院長)，K.Ohtsuki (氏

長)，M. Hayashi (医長)， H. Yamashita， S. Yamamoto， 

S. Naniwa: 1J<f立三割1温泉病院稔形外科(@，682-02XbJ良県東

伯郡三!，i}IIIIJ[llfll690; Orthop. Clin.， .¥Iiasa-Onscn Natio-

nal Hospital， Tottori). 

門aleFemale 

口 oUnaffected 

図 @ Affec ted & Examined 

@ Affec ted & Unexamined 

図 0 D…sed
白 Susper::tect 

図 1 家系閃

であり，他の 711立(53.9%)は， IYJI'Iなl京肉を究明しえ

ず，特発性と考えられた それらのうちの 1)肢は，後述

の家族発症例のf恒例1) 1である

ど1)家主主発症例は， l 'iJ胞 7 ~う '1' ， リ)1 1"，女 3~うの ~ I ' 4 

4守に1M:r:した(凶 1)。

以下，この 4iうにつき述べる
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症例 1. 62放，男第 l子，農業.同n!IJ例
20歳ごろ，イ，'1')行のぎこちなさ，爪変形，指尖の萎縮

が:1'，JJt28成ごろ， I2作業後に両側チJHのi'f1E直としびれ

感も加わる 36 iJ:ごろ， 右次いで左f:JHí'球筋萎縮が U ~

現. 49歳ごろ. :1j'I'Hi'尖潰蕩形成をみる. 52歳ごろ，

両側第 1~ 3指の知覚鈍麻と巧徽:iili動防'占，さらに最近

では冷感や Raynaud症状も加わる. 日正m涯では11製部脊

伯管狭作応と頚維症に権患している

症例 2.58政，女第 3了， I23長.両側伊1].

38成ごろより良作業後などに砂川!llr:-):jf.球の車互い疹前l

と両n!llffi1 ~ 3 Hi'の知覚鈍駄が川m.徐々にムJ次いでイ1

4 

図 2.1，i'(9"111の肉眼所見

母f行球筋萎縮も加わる 48歳ごろ，手指巧徽運動障害も

加わり，某医で手板管症候群と診断される.その後，症

状は徐々に増悪傾向をたどっている.

症例 3.56歳，女 第 4子，農業.両側仰L

51歳ごろ右母折球の. 1年後には左母指球の筋萎縮が

IIH見， 徐々に両似11第 1 ~ 3 指の知覚鈍麻 Raynaud 症

状，軽い疹痛も加わり.56歳ごろより手指巧鰍運動障害

もきたす.既往)怪として頚椎症に擢息している.

症例 4.58歳，女 第 6子，農業.左側例

47歳ごろ.LeI辻指脱力. 48歳ごろ L正母指球筋委縮

や左第 1~ 3 t行知覚鈍麻が出現し「つまみ」動作がtaJ劣
となる.本症例は遠隔地イE住のため，ア

ンケートと写真判定のみで，直接検診，

J再検i!tは未実施である

:持 1~1 ないl州11 f:JHi'IR筋菱新i(公I'f])と イ，'1'桁尖の強j幻，i'係変化と爪

変形をみる

以 l→4flE例の他覚的所見では，いずれ

も，患肢の付m球筋萎縮と手部正'1'I'lI'終一信l

域の知覚鈍麻を唱し，ほとんとeの症例て、

第 1 ~3 指の爪変形，強皮症様変化，チ

アノーゼなど1'1律神経障害と巧i致運!fj)ルーF
Tヰを認めた(閃 2). また. r恨:n;部で
は Tinel徴候もみられた 検 fi し えたjri~

{1111 ~ 3 では， 血液 ・ 尿 ・ ~ I 化学検作，

TSH， T 3 • T4， GHなとー内分泌学((J検脊ー

では，とくに異常をみなかった.屯気生

.fll'.学的検作では，いずれも distallatency 

の泌延を認、め，一部 MCV，SCV の遅

延もみられた

j ， i~ イタ111 に対しては . J， ;航子板籾~I干切離

図 3. 症例 1 の子体rJリíJ~

横手t1i初'lIrの:答明な肥j享 (R)と川1(j1でのIErい村l

経 (Mn)のif6皮::)1薄化(t )およびその '1'枢1mで
の偽神経11事(P)の形成がみられた

図 4.症例 lの航手恨靭帯の病理組織{象

増殖した謬)京線維11¥1に滑膜組織と軟骨調u胞の集後

が散見され. 4吹竹細胞の周囲には軟骨基質もみられ

る (HE染色. 200(行)
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による除圧手術を行った.同籾帯は弾力性の減少と~.明

なJI巴厚を呈し，阿部で正rl'神経は高度に非薄化し，その

中継では偽神経麗を形成し末約は浮腫状となってい

た.なお，正中神経の走行!N常は認めなかった(凶 3). 

同靭惜の病J!ll組織学的検索では，WIW(した謬原線維川

に潜膜組織と軟骨細胞の集妙、が散見され，軟骨細胞の周

囲には軟骨基質も認められ， tenosynov凶 chondroma-

tOS1S と診断された.アミロイドの沈れはtiZめなか った

(図 4). 

考 察

手根管症候群は稀々の全身性疾患に合併しても発症す

るが，そのうち，家族性を示すものとしては逃伝型の

familial amyloidotic polyneuropathyによるものが知ら

れている.とくに，アメリカ，インディアナ州のスイス

人家系に発症した Rukavina型は，木症候訴を初発症状

とするり

一方，非特異性家族性千根4伯竹1?.痕候群はlω93お5年 Zabri比sl北出ki

ら2)の報告を端とするが，はなはだまれで，本邦でも篠

原らめや Mochizukiら4)の報告した 2家系をみるにすぎ

ない 篠原らによると，木症候群は女性に圧倒的に多

く，両側性で，発症年齢も 10歳前， 20歳代， I!/WfWJご

ろと多彩であり ，また，横手根靭布'のJJ巴厚を特徴とする

など，非家族性のものとは)I~ な った性絡をもっていると

している町. われわれの症例もこれらの特徴を有してお

り，アミロイドージスや内分泌異常をみないことより ，

非特兵性家族性子板管症候群と考えている.

本症の発生要因について考察すると， Komarめは，一

般に原因を明白にしえない spontaneoustunnel syn-

drome の発生因子として，1)個々の神経の血液供給は

一様でないという Jfrl管分布との闘述説， 2)結合織の変

性に怠l床づけた結合織呉常説， 3)いわば developmental

に tunnelU体が狭小化している解印j学的要素に起因し

た説， 4) 子恨管症候:r.fの発症が閉経WJや妊娠時にも し

ばしばみられることなどに基づいたホノレモン説を述べて

いる.篠原らは， Jl験例の発症者がすべて女性で両仮IJ性

であり， !l11原 ・IHjlf.に閃速して発症したものが多く ，ま

た，横手根靭'117のJJ巴厚が末端肥大症に併発した本症候

Jrr，6)のそれと類似している点などから，ホノレモン説に近

い立場をとっているわわれわれの症例でt土，航下根靭帯

の著明なJI巴厚とともに討ifT織化生としての tcnosynovial

chondromatosisを認めたこと(症例Ij1 )，男性にも発症

しており，女性例でも妊娠 ・II:j2f，'や閉経に無|民|係に発症

していることより， Komお のれil合織異常説に近い立場

をとりたい

結語

1 )過去約 7年間に当院で経験した手根管症候群 45

名 53肢の調査報告を行った.

2 )同胞 7名中 4名に発症した非特異性家族性手根管

疲候群例につき報告した.

3 )本報作例は， 横手根靭帯の}リ]なJI巴厚と tenosy-

novial chondromatosisを認めた.

4 )家族性千根管症候群の発生嬰閃につき，自験例を

1ド心に考察を行った.

文献

1)吉利和ほか :新内科学大系， 13， '1'山t!}J6，東京，243， 
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手根管症 候群

Carpal tunnel syndrome 

堀内行制I~ fjt )接出版 市 橋 正 憲 三枝憲成

田 11府;主- +l~ 本孝一 松本昇

飯島謹之助 小林保範 内西兼一郎*

1978年より 1982年までの 5iド1::1に当院撚形外科で力11 また，morning sli汀ness，夜Ii¥Jj而も約 30% にみられた.

療した下根竹症候ltrの忠務総数は， 205例 279手であっ 母指球筋に明らかな筋萎縮を認めたものは， 58手 20.8

た その|付ぷは， YJ性 33例，女性 179例と女性に圧倒 %であり，ほとんどが発症より 2年以 t経過していた

1'1サに多く， ;;(j175 r， 1..i 104 子うち両~!lJ 74仔IJと;;(iに多 Tinel's signは 73.0%， Phalenテスト 1)は 62.2% に陽

かった年齢は， 17~77 歳で平均 45 歳であ り ， 発症か 性であった.167千にill3抗生理学的検査を施行し，正中神

ら来院までの J~H詰!は 1 日 ~25 年であっ た.既tlJì，卵巣 経の伝導i単位の測定および終末潜時の測定，短母指外転

椛 I~ ¥体Iを受けたものが 18例と目立った.Of存症は， de 筋などの筋屯検千tを1jl、診断を確定する一方，頚椎疾患

QμerValll病， ばわ桁などの健作z炎が 72例と最多で，頚 の疑われるものには，干}十1直立筋(posteriormyotome)2) 

椎疾患が 58例でこれに次ぎ， その他， 1日'!I~HI\口症候群 (凶 1)の;11筋氾検査を併わせ行った. 36例中 30例に，

P出 te同orroot Posterior 
Myotome 

、、〆'
V 

6 

・..v 

， ， 
arteriar 

root 

。同enorhorn coll 

prtrr四 ry
divisi町、

anterior myotome 下
図 1.脊髄，末梢神経と脊件直立筋の関係

7{日Ij，他の cnlrapme川 neuropathy10例1]，際尿病 8例，

甲状腺疾忠 3例であった

f定状は， 刊行のしびれがほぼ全例 (98.6%) にみら

れ，軽f定例では，示 ・1-1-1指を中心とする傾向があった.

Key words: carpal tunnel syndrome， tcnosynovitis， 
double lesion neuropathy 

本 Y.Horiuchi， Y. 1toh (講師)， M. Takahashi， K. Saegusa， 
K. Tazaki， K. Nemoto， N. Matsumoto， K. Iijima， Y. 

Kobayashi， K. Uchinishi (講師):皮応義熟大学日産形外科
(Dept. of Orthop. Surg.， School of Medicine， Kelo・

Gijuku University， Tokyo). 

neuropathic unitが検出され頚椎部での

附~I~の関与を示唆 した.

ごi込 者会z
'口?京

阪Jl日として安静，薬剤投与，忠肢の挙

上，'1三根管内ステロイド注入などの保存

的療法3，4)を行った.当初より ，頚椎疾患

の疑われたものは頚椎牽引を併刑し， )j!.J 

~iJí出口症候群が疑われたものは周 IjJ ;11~: の

挙上運動とか，水泳などの体操療法を併

用した 保存的療法で改善傾向を示した

ものは約 65% の 134例 173手であり ，

無効であったのは約 35%の71例 106手

であった.有効例のなかで，局所の治療

とともに頚般牽引を併用し改善がみられたものは 9例で

あった 卵巣摘11¥術後発症した 4例は婦人科でホノレモン

療法 (estrogcn)を受け， 軽快した. また，無効例を検

討すると，大半ははJH球筋に明らかな筋萎縮のある症例

であったが，切らかな筋萎縮のない症例では，頚椎疾

患， 1陶北山 11症候併，糖尿病を併存するものが多く，保

存的治療抵抗例の 42.2% (30例〉にみられた.

観血的療法は，母指球筋の萎縮の明らかなもの，症状

の進行の認められるもの，知覚障害の著しいものを適応

として， 34例 40手に行った.皮切1，4，f))は， wnst crease 

の中枢より手等;まで十分に展開 し，と くに反いl校に気を
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図 2 発症年齢分布(1;..性)

Extrinsic Factors 

Tumors. gangllon 
gout etc 

overuse of the hand Tbc aberranl muscles 
etc & medldn artery 

図 3.下似符1，ド候i作の'fCIよメカニズム(外因〉

つけて航子板籾，li;，を完全に切離した fll'f.予!klJ自ffi操作は常

に行っているが. external nCl1rolysisが 18(911. intcrnal 

nel1rolysisが 22(711であり ，I、H行球筋の山伎の萎縮がみら

れるものには 11与に Camitz法的なと'の文、l光機能J'J主主体T

を追加した.術後の経過は良好で， しびれは体11立後より

消失するものがあったが，体I式とは必ずしも相IJl，Jしなか

った

考察

Enlrapment nel1ropathyの病肉には， Ll迫 (comprcs-

sion)，牽引 (traClIon)，摩擦 (friclion)，阻血 (anoxia)

などの外因のほかに，易損性で代表される内凶が考え

られる吋 子根管痕候訴の病肉を考えるうえでもっとも

重要なことは，他の enlrapmentnel1ropathy を生じる

f cer川 alspondylosis 

1 lhoracic川 etsyndrome 

一回日 etc 

図 4 子以管1，正lメltyの発I，iφ メカニズム(，什|刈)

場合と異なって，腿が神経とともに cnlrapmcn l pOll1l 

である手根竹内を通過しているという解剖学的q.Ii生であ

る.このため，他の cnlrapmenlnCl1ropalhyと.:Nなり，

pl'f1ーのみならず，匝tまたは滑膜性l凶作jの変化がみ;疾患の

州|刈になりうる.本調uで， de Ql1crvain病またはばね

H'iを{)Hrーしたものが 72例 25.8% と多いことも， これを

災づけている また，女性患者のほとんと'が家庭の主制

でこれといった原因がないとされているが，発症年齢分

布(凶 2)をみると， 30歳前後と 50歳前後に二つのピ

ークがあり ， これは奴娠7)・授乳)91と更年期にそれそれ

一致し， ，1'ノレモンのノくランスなどの乱れる時期lであり，

このために)附 ・ 神経がm引を ~I' じ， 子恨管内，~Hの容積を

駒大するため，より)J:迫に似し、11:'1' TI'f.fが昨古を受ける

ことが原|刈 と考えられる これまで，これらの機序を正

'1'神経 u 体の幼似性のWI .A としてとらえ ，}~1刈性にのみ1，1.、

点を当てて，考えてきたがり， ~)jHWI の {({I はもちろん

f予定することはできないものの.m似したfo/~fl;l戸河内特i'l二

をもっ足根~t~;症候i洋8) を除く他の ì'jj)位では ， cnlrapmenl 

nel1ropathy が生じにくいことと ， 子体iIL¥'市政i'1J健桁の

)J巴厚が認められることなどから， I-:;i己の機if:をこ.H-1と考

えるにいたったものである

外傷後の浮腫， 手の{史いすぎ，他のホノレモン )'1~ 1;~' など

も同様に，匝tまたは滑脱性腿市1ftの浮腫を通して， ハ7迫和l'
粁附'，!fを'1'.じる可能性がある(図 3). 他の外|刈には，

外(ら，甘州安などで手似併を構成する要素が劣化して，

F似Yi'，'， i.+:が炊くなる場合と， Hill JJj ，慢性以l節リウマ

チ， Ilfj胤，結後， アミロイトーシスなどの疾，也で手恨管
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の内作物が，肥大WOi((する場介があるが，その頻度は高

いものではない

内閣 (図 4) としては，加l齢，結局と州，妊娠などの易

煩性の駒大があげられるが， ，忘れてはならないのは，

頚椎疾患や胸~;II II: 1 1 j止紋併などによるわれわれのいう

doublc lesion ncuropalhy9) のk伊11のイ({Iである. 本調

査でも ，doublc lesion neuropalhyが疑われた症例が 65

例あった 保存的治療低抗(711または術後続過の思わしく

なし、出。1110
)には， とくに|付同i'I :. 必ぷの イd!\~を再検，l ，jする

必要があろう

結語

1 )今川の倹討から，JJijtおよびi'i'f膜性血tr輸の変化がf

i恨管症候群の主因と考えられる.

2) J三根管症候群の診断および治療にさいし)，，1!9rの

所比のみにとらわれることなく ， double lesion neuro-

palhy を含む内因性~:素も念~Jlにおく 必要がある.

文献

1) Phalen， G.S.・J.Hone Joint Surg. 48-A: 211， 1966， 

2)千野両ー 臨床筋電図 ・電気診断学入門， 第 l版，医学

i!-f院，;R京， 76頁， 1977. 

3) Sunderland， S.: Nerves and Nerve Injurics， 2nd 
Ed" Churchill Livingstonc， Edinburgh-London-New 

York， p. 722， 1978 
4)郷内行雌ほか 終!f;外科 MOOK 19: 235， 1981 

5)津下飽哉ほか 手の外科の実際，第 5J以南江堂，東京，

550頁， 1974. 

6) Camitz， H.: Acta Chir. Scand. 65: 77， 1929 
7)永瀬達八ほか 強j形外科 33:1602， 1982. 
8) Helm， P.A， el al.: South. Med. J. 64: 1493， 1971. 

9)根本孝 4 ほか整形外科 33:1514， 1982. 

10)斎藤守ほか ・中部整災誌 17:241， 1974， 

小指外転筋移行による母指対立機能再建術

Opponcnsplasty using lhe abductor digiti quinti 

I'::j J~ 11)j 両frITj定雌 安 l佳

良 彦*金 田英明 林

母J行刈lJ.機能!写建材iyとして各科の力持;tを用いた多数の

術式が報告されている. 1921年に Hubcrと Nicolaysen，

1963年に Litllerら1)により報竹された小指外転筋移行

によるn:tl1対立機能再旭市t.iは inlrinsic muscleを用い

て腕;沖した intrinsicn111scleをI'Htす る 点 に 特 徴 が あ

る.外似例に対して木体I式を)11¥，、た報告は木邦では少な

いが刊われわれ は外(t;j{11] 5 {111， 先天奇形 1{111に本体I式

をfjい，若干の知見を仰たので報告する.

症例の概要

外傷例 5例の内訳は0¥(2LIE '1'神経麻jJli2例， I~ :J位 IE'I'

神経麻沖 1例，七』指Y)I却i似lの付指化術に本位、をiJt川した

もの 2例であった.先天奇形の l例は付J:1多m症に合併

してみられた三指節句指症であった.

Key words: opponcnsplasty， abductor digiti muscle 

* H， Takami， S， Takahashi(部長)，M， Ando， H. Kaneda， 

y， Hayashi: 関東労災病院整形外科 (~211 川崎市rl'原区木

月住吉田J2035; Dept. of Orthop， Surg.， Kanto Rosai 

Hospital， Kawasaki)， 

6例とも術後， ィ=H行対立機能は改善 したが，今凶は術

後 1年以上の経過観察ができた 5例について術後成績を

検討した.

術 式

Liulerらの方i'1、に/Vlじて行 っ た 小指外転筋の起始

部は:iliki']より切離し，筋JJUをベージをめくるように

180" 1"111反させて，移行筋付着却をkil:H行外転筋の最t膜 ial

に縫介 した.

次に代表例を供覧する.

症 例 3，19歳， 男 右_l J加重I; WHfl似，高位J I~ 'I 中 1 1経

麻緋.

飲削後，;宮、カラスにぶつかり受傷 受傷当日に当院を

受診.初診H与， 右月、JWr;)~側に京1)があり ， 高位正 rl'神経麻

鮮を認めた(図 la，b)，-IfHl'動脈のJl'!if!1;はふれず，手

J行の冷感 capillaryrclurnの遅延を認めた. ただちに

F術を行い， 上腕動脈， JE'I'神経の完全断裂を確認し

た. ー|て腕動脈， :11: '1'神経ともに顕微鏡下に端々縫合 し

た.術直後に手指の色調の改善をみた.
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a[b[ C 

a・受傷時 上腕動脈， -IH'神経は完全に断裂していた

b. 受{努l時に高{立正中村jI経麻j!)iをl認めた

c・ 11:'1'神経縫合併T後に長l、H行府筋と示指深指屈筋の筋))は同復した

d. f引行対立.i!TI1j}jは不能であ った

e. 母J行声、t_j'，:機能再建術後 1~r- 3ヵ月の現在，精巧なつまみ動作が"y能である

図 1.症例 3

術後 4ヵ月より長母指屈筋とノj、mi架指)[:放iの収紛が始

まり， Tinel's signは術後 6ヵ月で指尖に到達した. 長

母指屈筋と示指深指屈筋の筋力は川復したため再建の必

要はなかった(凶 1c) 母桁球筋の筋力は十分にはいl

復せず，対立運動は不能であった(関 1d ). 受傷後 1

年 4ヵ月に小指外転筋移行によるj;):指対立機能再建都Iを

千Jった 指11¥11主 Z-plaslyで形成した

再建t~l後 1 {'下3ヵ月の現在，f:):指声、t:.'L機能は良好で，

精巧なつまみ1j}jf'l'が可能である(図 1e). ピンチ力の

測定では，健側の 70% まで回復している.

症例 4.38i歳，男. プレス工.右母指切断.

60トンプレスで右ほ指を中手骨基部で切断. 初診時，
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母指球筋の大部分は失われていた (図 2a) 他指に可

動制限はなかった 術前，動脈撮影を行い，示指への桁

動脈が関存していることを確認した.

受 fþ;後 8 ヵ月に~ j行を用いて Littlcr i'l、に準じた母指

化術を行った

母指化術後 3週に小m外転筋移行によ

るほ指対立機能再建術を追加した

術後 1年 2ヵ月の現在，母指対立機能

は良好で，精巧なつまみ動作が可能であ

る.右手でハンマー， ドライパーなどを

使い，字を書いている(図 2b). 

症例 5.7歳，女 れ三指節型母指多

t!1痕.

~tl:灸 6 ヵ月に他陸にてれ似指多J行症の

僚側指の切除術を受けた その後，第 1

ι1-'手'自の1"1旋骨切り術が行われたが機能

改善が得られないため当院受診.

慮して，小指外転筋移行による母指対立機能再建術を行

った(図 3b).母m内転拘縮除去術を併川して，Brand 

法による指問形成を行 った

術後 l年 10ヵ月のlJ，¥イ1'.， 母指対立機能はlHfで， ft'j 

初診|時，右l辻指球の萎縮，1計百|付転灼

縮を認めた mt!1と示指とのつま み動作

は sidepinchで行い， 対立運動はィ、能

であった(図 3a). X線像では 三jl1節
a. ;{，母111切断 母指球筋の大im b. 母指化術後に小指外転筋移行

母指を認めた.

患、者が小児であるため整容的効民も考

a. 母指多指症に合併 してみられた

三指節母指症他医にて多桁症の

椀側指の切除を受けている

分は失われていた による母指対立機ti13Nill術を追

b. 術 中

図 3.症例 5

}JIIしt..:.

図 2.jJi~ 例 4

c. 母J行士、I立機能再建術後 1{下10ヵ

月のm在，精巧なつまみ動作が可

能である.
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巧なつまみ!fU)('1が uf能である([刈 Jc). l:J1f1J米筋の萎

縮は軽肢である.術商iJ， 答や鉛下が 1"ffこもてなかった

が，術後己れらが 上手に(fえるようになってし、る.ヒン

チ )JのdllJ:どでは，健側と Iri]じ(l1(が1!}.られている.

術後 成 績

母指士、t)'，:機能の評価法として，作組のつまみ!fj1J('le，日常

〆U!，動('1ーがIIf能か否かを調ftし '千・(JlIJ外転角， pronalory 

anglc (l:J桁対立{立でのl:J桁ml(liとf'事;とのなすflJ皮〕を

，i!d[ljして住u側と比較した.

G Wljすべてに pulp-to-pullコpinch はμ[能であった.

5 Wlj'l' 4例は精巧なつまみ励('1が可能であった 屯撃創

の 1{>iljでは精巧なつまみ!fy)('1'は再建されていなかった

~症例ではf:J折の I>!I節拘締や cxlrins i c musclcのiryj)J低

ドが認められた

考察

小指外転筋砂'fjによる /:J:j行対立機能JlJilllA>iは麻持した

intrinsic musclcを excurSlon の知似した他の lntnnslC

muscleで将位するもので， 機能阿佐 とI，;J川に形態の再

建も可能な点が特徴である '，3) 1.陛移jj(lや pullcyのー内生l!

を必必とせず，機能ftj換は谷易である み;法の欠点とし

ては，手技が傾斜fで，神経血管柄付の組織移行のため

移行筋が阻血性j災先に|桁る可能性のあることがあげられ

る

1'1 験例では良好な)ぷ紛が得られたこ とより ，本法は手

伎に注志して ijう必安はあるが，イ1川なl手指対立機能rll

建法と考える.)Ji~M~小指外転筋以外には少数しかない

症例， あるいは小比例などでf引行球の形態の再建が同1I.'j

に泡まれるJ，'I例lなどに本法の適応、があるものと考える

まとめ

小指外転筋移行によるl判旨対一丸機能IIJ娃術をじ仰iにわ

い，ほぼ満足すべき紡果を得た. ~U、は有用なN~行対立

機能川主主体Tて、ある
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|煉旧性正中 ・尺骨神経俊合損傷例に対する

母指対立機能再建術症例の検討

Opponensplasty of the thumb with combined median and ulner nerve lI1Jury 

:J I~ 手陀俊

市九品

)1上 |専

凹 尻 正 |宇

リ[Lj-I健 !l4li
有吉護*

l:J指対立近II動 11~化の必1tなtË{>ilj におし、て. l:Jj行の対立

機能を正確にJ也似し， 表現することは困鍛な場合が多

い われわれはJlfJJL性のある布川な客観的，J'I'(!lIifl、と して

簡単な母指対立機能測定掠を考案し，術後成績を評価す

るとともに種々の関連因子につき考案を行ったので報告

Key words: opponensplasly， circumducl旧 11，combincd 

median and ulnar ncrve injury 

ネ T.Ide， H. Inoue (助教授). K. Yamanaka ca枠内Ji). K. 

1¥Iinami， 1¥1. Tajiri， M. Ariyoshi: 久留米大学格形外科

(Dept. of Orthop. Surg.， Kurume Univ町田ty School of 

Medicine， Kurume). 

る

方

す

i去

1:j:1f1対立機能測定総は. 1枚のボード. j]ij腕WIil:Jt

ポラロイドカメラおよび発光 ダイオードイ、J'/剥旨ソ ケ γ 卜

などより構成され(図 1). 母指先端部に発光タイオー

ド付ソケットを装新し，カメラの ゾヤツタ ーを開放にし

て，母指をまず最大外転させ，その位iUより分廻し運動

を行わせ， その軌跡をフィノレムに記録した。 なお母指

lP関節はソケ ットによ り固定され. MP凶節の運動は

防げない.得られた軌跡のうち基点を結ぶ水平線より上

の部分が主として 1:):指の対立運動機能に重要な役割を泉
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図 1 われわれが月Jt、たi:;J:J行声、j了λ機能社[1/定法

図 2. 28歳，男

健康成人の軌跡， 滑らかに'1':1リをJWit、ている

しているものと考え，この部分のI(，ib'iを circumduclion

a rea と名づけ，デジタイザーと コンビュータを J I/~、 1 (li

杭を求めた.

症例

過去 171，ド川にほ桁京、l立機能jJiis術を施行した 10伊lj'l'

予後調伐のllf能であった 7fyl/に本法を行った 7例の、ド

均 f都I叫年齢は 36hi丸受傷より手術までのWJ間は平均

図 3. 31 成，男

広11行FDSをJIIl、母桁刈 u:機能再illを行った 術

後 11，j'.， 軌跡はfl↑らかで RCA もほぼ正常。 ADL

良好

1年である.名川一例のJH(t;jf'，')立は多係で，:1:例にJ'-"Ii神

経腕;j!l，Iを手術l時にl泌め，そのうち 5例は完全麻痔の状態

であった また 6{>il/にすべての F折服飾世t断裂を認め，

環指 FDSが機能Iliillの))VJ;(として使jl/"ffi8であったの

は3仔1/であった 7例'1'2 {>il/Ltlì íj腕 'l'Aj~に述する I~':j J.D2担i

傷のため，正中 ・)"'-'1't神経縫合はィ、llf能なほどであっ

た また対立再illに先立ち，大変形什切除による CM

関節の強直除去 1fyl/ほか種々の liii処liftがなされていた

機能Willの力源としての移行血tは，高H行 FDSをf*川で

きたのは 3{>il/で，その他 EDM2仔I/， ECU 1似/， FCR 

l伊1/であった 手術よりの予後調査J羽川は平均 7年 lヵ

月で， 絞短 7.5ヵ月，最長 16年 8ヵ月である. また，

*i.tのI'HI~性， ずj川 1'1:を知 る /1 的で ， 来l 刷、として1illJ，j~成

人 30例にノド訟をfiった.

結果

健版!友人における circumduction arcaの左右に凶す
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図 4. 45歳，男神経縫介不能秒IJ

C1¥1関節強直のため， riij処i伐として大去を形竹摘IH
後， ECRを用い機能再建施行 JJ;1j行・小指は切断.

術後 7王t-9ヵ月， T半円は炎、形し RCAも]1:古?のほ
ぼ 3害IJ

る散布凶より， 伽1人糸はあるもののんれに IYJする相関

は向く，椛WIJ川の比較は他側比を求めたほうがよいとの

結論を得た そこでこの他IIlIJl七 (ratio01' circumduction 

arca: RCA)を?付liWIJに求めた なお，健w成人にお

けるk./i比lよ98.883旨とイ1側のほうがわす》、に小さかっ

f乙

)J/JJ;fとして使川した移行!胤!と RCAの関係は耳目指FDS

を使川 した :lWIJではおのおの 99%， 76%， 50%で，平

均 74.8%であった(凶 3).その他の移行舵では 3例'V

均 45.8%と以J行FDS使用併に比べ好成績が何られて

いた.もっとも RACが小さかった 1例 (35%)は，:~度

煩傷例で liij処置として大変形'l'j切除がなされていた例

である.

なお 7IYIJII' 1例は反対側の liijJ院は切断されており

RCA は求められなかった.

軌跡の状態を詳細に観察した結果では，健康成人にお

いては滑らかでほぼ一定した速度で軌跡のブレも少なく

きれいな半円を姉くのに比べ，手術施行例ではほぼIEn'

と}.!."われる軌跡を認めたのは 7例1'1'2例のみで、あった.

他の 5{7IJは，やや約らかさを欠くものから，明らかに軌

跡のブレを認めるものまで種々であり ，とくにl付転筋)J

の極度に減弱した症例では下半円は切らかに変形してい

た(図 4). 

調査時の変形， ADLなどに I)!Jしては， N}行の swan

neck 変形を呈していたのは 7 例 ' I~ 2例と少なかったが，

尺骨神経麻痔に111米する keygripの減弱または不能が

5例，握力低下は 6111]に認められた また，ピンチ動作

は他指の抗縮のため不能が 1例あった 知覚障害に閲し

ては， S3以上のlul復は正中神経では 3例に， 尺骨神経

では Z例にのみ得られていた しかしながら本人の満足

度は尚く， 1例を除き，種々の程度の満足度は得られて

L 、 t~.

考察ならびに結語

従来I引行対立迎動機能を客観的に点以止する方法は少な

く，_]観的に満Jl.1!lや，労作H寺の状態を評価するなどで

なされてきた Earl (1971)ら1)は付指対立機能を腕似[lJ

外松と掌側外転Ik~ の母指中手骨'内野iの移動距離を計測

し，その積を求めることにより客観的に評価しようとぷ

みたが，微妙な付折の運動を把握するには困難がある.

われわれは，実際の母指先端の対立迷yj};時における!fi}J

き2)を発光ダイオードの軌跡として従えるとともに，

circumduction a rea と名付けた両新を求め， 住~側比 と

して評価した 母指の IP関節はI，I;IA:しJI'iJlIJしたため，

その軌跡は主として CM 関節と MPI民l節の運動を以l決

している IP関節のifj}Jきを制限せず計測すればl手術先

端の実際の動きは抱混できるが，パ竹村!経J庶痔による

Fromenl's signの11:刻などの問題により母指対立機能再

建術後の評(Illi本来の 11的がより複維なものと考えたため

1，1;1n.:して百l.mlJしたが，総合的評価という点で今後検討の

余地は十分ある.また軌跡の速度，計'fらかさに1*1する客

観的~'Hlllí rLを今後J~: I\すことにより ， 面積のみならず有

川な↑!?械が得られるとjUわれる.

RCAによる;i'li{rlliの結果，環指 FDS使用例のほうが，

その他に比べ好成品切:得られていたが， FDSを利用で

きない場合，EDMなどをやむをえず使用するため一慨

に比較は困難で， むしろ EDM などを汗J ~ 、ても十分 11

的は達することができると考えられる

このように，母指対立機能再建術3叶)を施行した症例j

において健側比 35~99% の対立機能が獲得されている
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スポーツ外傷に伴う上肢の閉鎖性神経防:1干

ことが平一均 7年の予後調子E期間で判明したが，今回調jIf.

しTこ7作IlIt，，'，:j)支の長¥(l)jをイ1そっており ，まTこ ADLのI而

でも火付 .i'i'続的;j'J，iに山;.!とする愁訴， ~l として kcy grip 

の減~Nや似))低下， あるいは知覚戸川?の /1JJ姐な ど ， ii'I_に

I:Hl'l対立機能のみならず俊介拡Hおに対するお守派の附鍛1;1ー

ががl感された

スポ ーツ外傷に伴う上肢の閉鎖性神経障害について

Nerve injury of upper extremities in athlctes 

桜井剛太郎 佐藤 勤也 板垣敏明

根元純一 斉 藤明義*

上位型が 2例であった.保存的に加療を行い 3仔IJはがJ

6ヵ月で元のスポ ーツに復帰 しており，1{同lは現在日 ヵ

月で症状はほぼ軽快し，筋力トレーニング9'である.

2.肘部管症候群

161例'1'，6{1U (3.7;わがスポーツに起閃しており ，

原因スポーツは野球が 2{1IJ. λ レーボーノレ， ボーリン

グ，陀 l競技，フットポーノレが作 1{7IJ である.受傷機Ir~ú

は overL1SC と打撲がJfえられた 筋萎縮のみられたも

のが 2例， )辻竹t'i1ff:のslippingのみられたものが 2例あ

った. 2例はi以イバ内加1療を行い， 11i令状軽快 したが， うち

1伊iJはスポーツを松II'Jした. 4例に対して F術を1jl、2

ヵ月から 12ヵJ1 (、|λJ~J 4. 8ヵ月)にて元のスポーツに1¥1:
帰している.下1Mは Ealon法， Osborn it， King il、な

と'を行っているが， JJi(lliJとしてスホーッi虫干には刊を伐

表 1.
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A
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手スポーツ/症例

32 
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282 

7 

513 
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t
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t
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腕利l経 i佳品i似

肘 ffii ~~; hE f民群

rJ回l付筋症 依 1洋

後骨11¥1神経淋 痔

前骨IIn神経麻痔

手根'l1症候 l洋

尺骨や11続行kf民nY，

d十

上肢の閉鎖倒二神経障害は，日常しば しばi!11巡するが，

スポーッが涼|刈と考えられる症例について治療する機会

を得， その診断，治療， 予後について検討を加えた.

対象

1963年から1982年に当科を受診 した上11立の同拶m性神

経障害 513{111のうち， スポーッ が原因となった 15例で

ある.性別では!1Jtl10{ylJ.女性 5例，年齢は II疎から

47歳の平均 23.1歳であり ， 損傷部位はE砲事11経波損傷 4

例，jJ.J部管症候f，平 6{11j，円凶内筋症候府 3例，後骨聞や11

経麻痔 1仔11.前骨間神経麻痔 1{1IJであった. しかし，上

肢の閉鎖性神経障害 513例中に 282例ともっとも多い手

根管症候群にはスポーツに起因すると思われる症例は 1

例も認められなかった(表 1) 原因となったスポーツ

種目は野球，水泳，フットボール，ボーリングが各 2例

で，他にバレーボーノレ，剣道， 相撲，柔道，体操， コツレ

フ，陸上競技であった.

1 腕神経叢損傷

32 OlJ中， スポーツ外傷によるものは 4仔IJ(12.5%)で，

原因スポーツは相撲，柔道，剣道， フットボーノレといず

れも格闘肢で，相手との接触プレー中，主に転倒JI寺に発

生している すべて非変性型節後損傷で，全型が 2仔11.

Key words: nerve injury， upper extremity， athletes 

本 G.Sakurai， K. Salo (助教授)， T. Itagaki， J. Nemolo， A. 

Saito:日本大学整形外科 (Dept.of Orlhop. Surg.， Nihon 

University School of Medicine， Tokyo). 
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表 2.

スポーツ 年齢(歳〕 1''1: )JI) '!il 療 治絵、j切It[j(月〉

ねl Jl 19 リj 保存 (1な 6ヵ月

主ミ 道 19 ')) ttと (r: 的 follow-up 
腕ドIi統治主i似

責1) i益 18 リi t止{[.的 6ヵ月
俳脚"

フットポール 19 リj ct!: {f. 的 6ヵ月

ノ、レーボーノレ 17 女 ct!:イF 的 1ヵ月

ポーリング 39 リj 手術 (Kingi幻 3ヵ月

lif 上 11 女 手術 (Ealon法) 12ヵ月
!トt':~H 竹山候群

フットボール 19 9] 手術 (Osborn法〕 2ヵ月

里} 王ま 19 9; 手術 (Osborn法) 2ヵ月

里T 球 44 9J 保存的 folJow-up 

ポーリング 25 女 保存的 1ヵ月

円七'1快J筋JJ:j主lf( 水 1;)( 24 女 保存的 3ヵ月

体 操 11 ')J 手術(線維の切離〕 3ヵ月

後'升川 ~II 終呼~J!\i J.K 1;)( 15 9) F術(線維の切離〉 6ヵ月

liii"i'fIi¥j神経仲'"~，v ，レ 7 47 !J:. ttと{(的 follow-up 

('1する }jij、はとらないようにし ている められた X線'芋 (I'~ に yl，'，~\'， 9r凡なく， 'dl:xVLJ1H学的にも

3 円囲内筋症候群 JI安n_i¥i!をづくし(jヵ))川似;ι(1'.)に加拐でしたがJ，'， 状-'I"tt‘

19 Wlj'I'， :1 Wlj (15.80
0) がス，10ーツに起|刈しており， のため Osbornì1、にて F術を行った.術後 l ~で fよ状 II'j

}!í( j)~スホーヅはホーリング，水(，)(，体微である L、ずれ 火しが~ 2ヵ刀後， ~!f rとして野球にruMした.

も過激な紛!i引をにf仰げ" しびれ感を，Jrえij'jiしている. 症例 3.11 i;i1.， !JJ. 

JIi'iJ::の強L、1(?I)に対 LH~iを 11 い，他の 2 WIH二対しては 激しいマット i'M動後， !r: II.Um民側にJ~Miがみられ，そ

保 (fイドJ療法をij¥，、 1伊Ijとも経j的J:.H!fで Iけ]から:¥7J Jl の後11'.'1'伊IJ経領域への放散!iii，知IJ't ~1';1 ~l千が /1 ¥ JJLし， }j，j以l

でスホーツに{刷1jしたt!í'iのi'f動域~I)IJI浪も符切にiLEめられ， 1')1"1内筋症候仰と診

4. その他 断し千術を行 った. 1二腕筋の筋1mはJI1~;百・に遠位iHI までイF

後骨I/WfT!Jf:長片H!¥i，前'i'H'r]神経l弘仰が 1WI)ずつ認めら イEしまた過形成であったため，J巨'1'神経は去しく外力

れ，原内スホーツはそれぞれ水体，ゴルフであった(表 に押され上腕筋の筋腹と lacerlusfibrosusにより圧迫を

2 ). 受けていた Lacerlus 日brosus の切雌によりが~3 ヵ j二j で

次に症例をMj介する 完治し，正常通り体行を行っている

症例 1.19放，'jj 症例 4. 15歳，VJ. 
大学相撲imriで，いわゆる「ぶちかまし」の総刊H寺， 水泳，'ill員.試合当夜より左前腕部!diが:IWI.し，数11後

!lJi川にイi111主に放散Mがみられ，約 2ヵ月後iこは |二JI訓? にはがL'行神経深校支配筋の完全!麻砕を I I ~: した 修Mi';tyf"I

':;11の筋jE布ii，M ))(Lt;-Fが/I¥JJLした C乃~C7 の知覚~，~Wf; 退したが運動陥;j')i"，，'S[のため発出後 2ヵ月.'1とで当科初

をz認めたが，屯う，¥'I'.J1I!学的検伐では SC¥'，別;1'ともに 診， 後'ii'l~n rrjl最長距~Ni の B診断て‘予術を行った Frol"c 's

.~b~常を l認めず，1-(立JWJI ， 'tt 1'J: J~!jl\(勾と，診断， (~H((下J に'ffì arcadcでf!11*壬の絞似， A雨、ド化が認められ ncurolysisを

似し 6ヵ)1て:'J}[i止に復川した ij¥， 、 k(~ Gヵ刀で完治， )己のスホーッ ι復出11している.

症例 2.19 i;i1.， !JJ. 考察およびまとめ

野球の投 Fで投球H与にリ JIYclnii ':;H泌がみられ，その後火 スホーツによる閉鎖性神経昨'1'[- の F後は比較的l~H

竹神経1!l'l域に知11l鈍麻が:1¥ JJ!.した 初，i釧与にパ'iHrj1t刊昨 で，われわれの経験したHE例でもほとんどが)L;のスホ-

':;11に Tincl'ssignが λられ， }と"，}神経の slippingもltf yに{紅白1Iしているが，どれだけのスホーツ能)Jが1"li反で
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きるかということが問題になる 復仰にさいし精神的な

面が多分に関与するが，手術の時期， 適応，スポーツ復

川へのwm:Jなどを個々の症例について十分検討したうえ

治療法を於確に判断しさらに選手個人に十分に納得さ

せる必要があると考えている.また手術的治療を行う場

合は各スポーツの特殊性を考慮し手術法が選択される

べきであると考える.スポーツによる entrapmentneu-

ropathyの特殊性として，教室の森岡らが述べているよ

うに筋の過形成などによって生じることもあり， entrap-

mcnt point以外の部位も注意深く診察する必要があ

る J:J伎の閉鎖性神経障書でもっとも頻度の多いと思わ

れる手板管症候鮮は，今回の症例中に認められなかった

が，これは予告良管症候群は内因性要素が関与しており，

今同の痕例とは誘肉が異なることが示唆された.

文献

1) O'Donoghne， D.H.: Treatment of Injury to Athle-

tes， Saunders， Philadelphia， 1982. 

2) Batcman， ].E.: The Shoulder and Neck， Saunders， 

Philadelphia， 1972. 
3)陶111析夫ほか 鞍 ・災外 25:1739， 1982 
4)渡件公治ほか I ，~ 1:: 25・ 1689，1982 

5)森|市1，'Ji.ほか | 日I *~告災託、 6: ~73 ， 1975. 

指神経損傷の治療成 績

一一 第 2報 神経縫合と神経移植との成績差の検討一 一

Postoperative results on d叩

comparativc studies on nerve sutu山r‘でE凶sand g♂raft臼s 

宇佐美文章 自 引 康JF. 池 谷 正 之 肥留川道雄

古 {)-花 博 菊 地 j主之 松 本 }¥彦*

私たちはm251"1 日本手の外科学会で micro-surgical

tcchniqueによる折神経損傷の治療成績を報告し，知覚

阿復の術後，pH!1fi71、について検討を行った.その結論とし

て 1)slowly-aclapting recepto，の!百|復の評価法とし

ては TPDが適している . 2) quickly-aclapting receptor 

の青j1/ilfiil、としては movingTPDが適している. 3)患

者の応終にJl!Jiらない評/IJ/itl、として fingcrvolume testが

有用であると搬fりしたり そこで今i"lこれらの蒋/iJ/i力法

に患者il身によるP刊iIJを加え， j行神経担1(!;jの修復方法の

相異による成総差を検討した.

評価i対象は前向と同様の筒桜検珍により follow-upし

えた 41例 57神経で，男性 33;f'" 女1''1:8 1'，である. 修

復方法は縫合 24神経，移植 33神経で， ol三!lijlおよび術後

Key words: digital nerve suture， digital nerve graft， 
ITIlcrosurgery 

キ F.Usami， Y. Shirai (教授)， M. Iketani (助教佼)， ivr 

Hirukawa，ルr.Furuya， T. Kikuchi，孔1.Matsumoto: 日

本医科大学整形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， Nippon 

~ redica l School， Tokyo). 

表 1.

総症例数 64仰IJ 84神経

直後検診 ~l j抑1 57i'!11終(男性33名，女性 84'，) 

修復ブ'JtJ~ 

縫合 24 ~11統

移fI{[ 33神経

年附

縫合 5~67成(、ド均3 1. 5成)

移紘 1 2~50成(、F均31. 1成〕

術後経過Jm問

縫合 1 3~72 ヵ月(平均39. 6 ヵ刀〉

移枢i 14~72 ヵ月(平均32 . 8 ヵ月〉

損傷却位

回イT常仰If首相jI経 42担11符/縫合 20 ~11 終
\移~[[ 22神経

総以側J円相11終 15神経

移jj1i有11終の闘2出I!; 1O~40mm 

採取神経・iIIj腕内nUJ皮神経

/縫合叫11続

¥移梢 11神経

~ ~ 1 
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図 1.

4.5mmとなる. 6mm以下に限定すると，縫合 41.7%， 

移Hn10. 5% と縫介伊Ijに良好な成絞が集'1'している(図

1 ). 

2. Moving TPD 

縫合例での movingTPD可能例は 83.3;詰，その平均

は:~. 3土1.26 mm， 移布M同jて、の movingTPD可能例は

50%，その、fiJ勾は 3.7土1.6mmとなる 2mmのJE常

{I!(までのi"I/))をぶしたものについてみると， 縫合 33.3

%， 移11([21% で，縫合例に movingtouchの1""]復が多

くヱえられた(凶 2). 

3. Finger volume test 

fingcr volume t白 tの恭兵および計mw;については前

]，，]報合した 今回，正常値を知る目的で他!おな成人男女

GRAFT 

不IJき下側のt行事11経m傷

SUTURE 

図 3

経過JQJ問の平均には大きな村山はみられなL、 しかし 15

歳以下の~~年呂についてみると，縫合の 4 仰lに対して移

舶は 1秒IJとなる.損傷f刊行立は1，1;11i':? M t行神経 42(縫合

20，移布([22).総学側JR神経 15(縫合 1.移他 11)であ

る.平事11([t'l'経の日li雌は 10mmから 40mm，採取神経は

全秒Illiij)仇|人l側広神経である.経:学側指令l'終の損傷では損

傷&が山 1~のものヵ、多く ， 移M凶作11が多くみられた(支

1 ) 

以 | の j ， 'I~{lljについて同j似IJ r;r;1 有指神経jJ:\似例を除く全症

。11に. (注側J行神経フロックを行い，前述した 4項 目の術

後;]'I'I!lIi訟によって，修復:JJ倍、の相県によるJNJW長につい

て比較検川した〔ぷ 2). 

結 果

1. T P D 

縫介例での TPD可能。IJは 87.5%.その、ドJ:jは 8士5

mnl，移植例の TPD可能例|は 76.3%.その 判:jは l:l士
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図 7.

同復率にとまり， 日ngel、 volllmeteslでも縫合例の臼互依

が認められる(閃 4). 

4 患者自身による評価

縫合では健{l[IJ比で王fl.:J[j66.7 .:t 22%.移仔lでは、ドY-j51. 6 

土20，5% となる 50% 未満の!反絞不良(911についてみて

も縫合 12.5%. 勝航 26.3%と， 縫合似Hこ1'1己，i'l'ulliが111j

いものが多い(凶 5). 

5.移植神経の距離と成績との関係

TPDについてみると，相関関係は認められないが，移

布n距離が 10mmから 20mmの短かい移陥症例では TPD
縫介では 82%の症

移柄Ilでは 61.5% の

図 5，

20名 に つ いて，それぞれ 10指，合計 200指の finger

volllmeをJI'dllJしその左布差を調存した その結果，

利き手11l1H員似では健側比 89，36%以下が. ~I:利き手側損

傷では 82.08%以下が不卜分な!司復で あ ると判定しえ

fこ.

利き f1J!1JJI¥似についてみると，縫合では今.仰JIF ~l~前{( ま

で川似 したのに対 L. 移llllでは 52，6%の1"11ル不にとど

まった(以[:1 ) 

JI'lIJき子側t負傷についてみると，

{Y1JがH常II{(までi"I復したのに対し，
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可能症例が多く， 23mm以上のW，、移M例に})主総不良

似lが集'1'するil:iili'Jがt認められた(凶(i) 

Mc、'ingTPDとの!XI係でも l'iJ様のil:illi村、I認められた

(凶7).

まとめ

今1"1，術後評(Jllii:tとして TPD，moving TPD，自ngcl

volume test‘患者自身による，i'!i(Jlliの 4項 LIを採!+Iした

が，すべての評価法で，縫合例が移植例よりも好成績を

示した.その理由として，縫合では縫合部位が 1ヵ所で

あり ，また修復時に多少の神経断端の切除を行っても，

指神経の levelでは funiculusは plcxusを形成してお

らず funicularpatternが dismatchingする危険性は

少ない.一方，移植例では縫合部位が 2ヵ所となる不利

に加えて， recipient donorとの funicularpatternを完

全に一致させることは不可能である

採取神経として前腕外側皮神経または肺腹神経を使用

する報告もあるが2，3)， 私たちは前腕内側皮神経を使用し

た.採取も容易であり，術後に広範囲の知覚欠損や神経

蹄を後退した1定例lを経験せず， れ井iな donor と考えら

れた.

移MのMli雌と成紙とのあいだには相関IY:I係は認められ

ない.しかし彬植JIli隊が短かい痕例には TPD不能仰|

はなく， Ijlでも 2cm ノ};満の砂布{(WI]ではH車，'i.'.t!:が得られ

た. したがって，緊仮 Fの縫合を避けて航倒的に神経移

航体Iを適応、とすべきであると考えた.

結語

1) 4項目の評価法のすべてで，縫合例の成績が移植

例よりもすぐれていた.

2)前腕内側皮神経は採取神経として有用であると考

えられた.

3)移植距離が 2cm未満の症例jに好結果が得られ

た.

文献

1 )宇弘美文章;まか 整形外科 33:1422， 1982. 
2) McFarlane， R.孔1.et al J. Hand. Surg. 1: 169， 

1976. 
3) Wilgis， Eド.ち. 01 al.: ibid. 4: 439， 1979 

尺骨神経損傷 に つ い て

Ulnar nerve lesiolls; analysis of fivc hundrでd and ninety-seven cases 

、'rf七新太郎 沖 1111白- 長肝 11日 落合直之

杉 liuj 宏 ，11:J橋雅 A 大出浩

JI ~ 松治主 )京 徹也 福岡敬 三*

1966年より 1982年の 17年間に，東大整形外科末柏村11

経外来を受診した尺骨神経損傷 597例につき臨床的検討

を行った.

上肢末梢神経損傷中に占める害1I合については，1974年

の調査りでは腕例経損傷に次いで第 2(¥1:であったが，月、j

Key words: ulnar ncrve lesions，仁ubital tunncl syn-

drome， ulnar tunnel syndrome 

* S. Tachibana， N. Tsuyama (教綬)， A. Nagano C，WH:rli)， 

N. Ochiai， H. Sugioka， :¥1. Takahashi， H. Ohba， H. 

Tobimatsu・東京大学整形外科 (Depl. of Orthop. Surg.， 

Faculty of 1¥1edicine， University of Tokyo， Tokyo); T. 

Hara (部長)ー郎ι:広尾病院奇襲形外科; K. Fukuda (校長): 

都¥lJ仔中リハヒリテーシ，;/';1:["1学校.

部管症候群など entrapment neuropathyの増加を反映

して， 1975年以降では 1，236(iI]II' 377例 30.5%と最多

を占めた.

{負傷原肉別にぷ lのごとく分煩した.閉鎖性損傷は全

体の 74.7% に及び， とくに cntrapmentneut'opathyが

58..0% と、下数を越えた.fJ撲，圧迫は大部分が月、tiij5での

防当で)j.J部省:症候貯との鑑別が困難な症例もあったが，

外傷後の急性発旋のものとした 各年次別の原因別受診

者数を検討すると(凶 1)開欣性煩傷の受診者数が1U:年

ほぼ-，じであるのに対し， 1977年以降，M部管症候llfの

旅例が別加lしている これは，加算機付き筋電計の導入

と時期をIjjJじくし，検査をH的とした他施設よりの受診
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外傷による閉鎖性績傷

30 

20 
開放性損傷

図 1， ，ド次日I)k例数

t醤言の噌加を反映しているものと

U凶H放性f損員傷は 15臼1例てで、あり()ぷく〈一 2)， このうちがラス.

メj物なと。鋭利な物体による切 ・中1)日1)が 61% をIliめたー

大;';j;分が neurctmcslSであるが， ('11*県幹の，'il1分州向や，

女11党絞のみの ~!~ r~手，受傷時に打撲の要素のあったもので

は川分変性型や )1ー泣す生型を呈した 手術時損傷 13(711の

大;';11分はR，)以lim'iJiilJJl1の千術および上腕骨頼上'骨折におIす

る銅線牽引時の Kirschner鋼線による障害であ った.

Ncurinoma， neurofibromaを他医にて神経幹ごと切除さ

れた不十一な 2{yllが合まれてし、る 全体として完全変性型

附符の多いのが特徴である.神経JL~IJfj術の結果，有主Iï続

性防省と判明した症例はきわめて少なく， Martin-Gru-

ber 1吻合など神経文配の自主将?のある痕例も経験してお

りベ 不全麻w.であって も変判明附'1
1-;.を 1えする開放性損

傷に対しては，初械1I，'jの 11'.Ii'&な↑fI械の科られている場合

を除き，神経展開体Iにより j1')(らの状態を係必して適切な

処置をとるへきと与える 神経 1:股縫介を受け 1年以上

の予後の判明している症例では， 19例'1'8WIIに M"，

S2+ 以上の)求総を得た3)

急性外傷による閉鎖性損傷 C}(2)は 74f列1，IWIU(II，'j， 

手術中肢位によるIH部での圧迫附%が 56，7%をIliめた

完全変性型を呈した症例は，飲酒， lliffil眠薬の使川， n市1

'1'の爪迫によるものであった 全体として閉鎖性似似で

は完全変性型を l止することは開放性似傷に比し少ない.

外傷による:tJ~似 I'::j (立は，開放性m傷では，肢;何 1 7 ， I~ 

腕 18，IH 29， liij腕 23，子関節 51，下 9，と広く分布し，

1699 

表 1，)<..':，'，神経1fH努597(71J 

C9:年 l 月 ~1982(1 1 2J I\

東大整形三kj1仲1I綜診 / 

IJ，l!i女性Jr1ftb 151例

l:t) in 1'1 Jn fJ!j 446 

十Jtt， 1王迫， 1主 ド骨折な ど 66 

11，) {;11 ~Î 症候/tY， 315 

Guyon ~~'j.Ë fi!AfjrD 27 

IFH 払; 10 

告のイ也 24 

597 

表 2，

3. IJlj}jJi:性損傷

完全量: i~1 分:&: 11':&: 1'1 小 lりl性F型 性観 巧q

切 ・事l)lII) 92 86 2 

WI威府1) 20 20 

術中抗体，b 13 8 2 

IHI政'f')'i1i 6 6 

_;， 0) f也 20 11 7 

151 131 5 8 7 

b. 外傷による閉鎖性似傷

完全:&: i'.11分:&: 非まと性
↑、日!J

nlF，Q 性型 型

5 20 16 

(|14|l民時術)
中11刻、yなど

皮ド'，'{i行 12 7 1 

tT lX 2 5 

Volkmann 2 
拘紺i

2 

エスマ/レヒ 8 

74 21 23 27 2 
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liij)腕i刻、7より子関節f郊に多い )j，閉鎖性JJl(tJjでは i

腕 3， JH 59， 1狗!腕9， 手関節 2 と 90% 近くが)j、ti~1での

1~1'{:yであった.

1，:12の傾向は'門'折による陣'弁についても I，;J係で， !主 ド

' ， ' j ' ，j)í は ~~l l : ， 'H斤 ， I付 1~. !J!f問。折 ， )トJI弘JD"i'i)悦1'11キ2WIJ， Mon-

lcggia "，)折， f，~)~骨骨折，作 l 例!と)j .J ':í11~'::' ~く，完全変

性型は 12例rl'7 i刈で，neurOllTICSISのが仰lはなかった.

一方，開放骨折では全例完全没、1'U\~! で， イ J .ì'Jjあ:d'l 附'.' ;-で

あることが確認されたのは 1{YIIのみであった。

)J.! 部管症候砕は 319{同1]， )Jill刈仰，Uil:の傾向は一昨年

の報告4)とほぼ同様のflti!旬をぶした )Jj(1ペでは近年， 変

形性肘関節症による症例が多く，外紙'，'j折後の外反JHは

減少しつつある. 前述のごとく 1977年以降， 症例数が

WI!JIIしているが， ，T(j，Ë J.主を 1 r- í 欠 JJIHこ，j)，'~へると ， 必ず し も

粍淀作IJのみがWI加lしているわけて‘はなかった.遅発性呼l(

Nl.では ADL附'，Ifを!'I}tすることが少なく受診が遅れる

ことを示しているものと忠われた 精度の向い筋電計の

将入により屯公γ |二期学的診断能力は卜.界したが，~椎症

とのt.-1JtJ，Eイタ11の診断，治療にはなお問題を残している.

治械は!以WJとして皮下もしくは筋層下前)J修行術を1j¥，、

75% に良以 |の成績を得た成績は体itiIjlf(j副長tこほぼ相

|対 した的

GlIyon竹症候群 〔表 3)27 WIJは i l ~ r'， 1 Lti"Jの分知に

従うと，知覚障害を伴い，小指球筋，竹!日l筋， /:Hfi IJ~ 'lk;筋な

どすべての尺骨神経支配学内筋の附;!?される 1JR，! 17仰J.

女n覚障富のみの H型 1伊1]， 知覚防;l?を作わず，小J行球を

含むすべての尺骨神経支配学|人Jii)Jの昨'.'[-される 目型 4

例， III型の掌内筋のうち小指外転}jjJが附:.'fされないW型

5例であった.原凶としてはガングリオンが多く 1/3を

占めた 麻縛型とのl主l係では，職業， λホーツ活動によ

る慢性外ftJj(0Jはし、ずれも知l覚附J?をnわず5E府が緩徐て‘

あるので mo[ornClIron d目easeとの鑑別 |二， 注意、を要

する
腕f坊によるJ，'EWI]は foWir侍損傷に含められた 2WI]を合わ

せ 12(11]である . Iljl経鞘JliIL 神経線維腫の良1''10服務 9仔iI

11， liij!isO)2例を|徐き，麻痔は軽度か)li17f';知覚私¥J立で令:

('l1])1変1'1:.'¥1!であった. ド11経肉隠 2作1]， tVi紋筋肉H[1 fyl]の

J止、 l' IJiJ1彬:;例 I ;t\，、ずれも)政治】 L腕に発ノ1 : し ， 完全没、n)\~J

防'.11を日した ガン FリオンはJHf，il竹 7，ClIyon竹 9，

子7T知}t校 1，手学 1の 18例でほかの抑|併に比 し多く ，

いずれも enlrapmentpOllltに発生して神経附'，'~をゴ'8 ' 1

したが切除により F後は良好で再発{11]はなかった.

その他神経炎，手背知覚校単独障害，l'IJ{， ~1 1 f.予 1耐性IJI

節症，)~什神経石灰化による症例を経験した. 11¥1f.予炎は

T['I'・院'，'1'11¥1虫干に比し少なかった.

まとめ

1 )過ぷ 17年川に経験した N廿神経拡i!1Jj597例につ

き検討 した

2) 1)1]放nm似の入部分は neurotmeSISであった

:1)二:、1'1・外iらによる閉鎖性鍋似はIJ.!j';iIに多く，完全表、

1'1:)型は少なかった

4) JJ.J j';iIWJ，EI民鮮は全体の 53%と最多を市めた. 故

近における杭伊11数のW:加は軽症例の矯加によるものでは

なカ、った

5) Cuyon竹症候群の原因の 1/3はガングリオンで

あった 似1'1，外傷ーによる 症例は女11覚附討を作わなかっ

fこ.

文献

1 ) 長~'l' 1沼ほか 整形外科 26・1241，1975 
2)長野 I沼ほか 向上 33:1591， 1982 
3) ~盛合 IFl之:まか I，，'J上 34・投稿中， 1983 
4)立花新太郎ほか 。|司 七 32:1590， 1981 
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手掌部における尺骨神経深校損傷の治療経験

Clinical ob町 rvalions01' damaged dccp branch 01' ulnar ncrvc on palms 

彦坂・雄

Ily 11 f住士郎

矢 ~I I 栴

内十、fi草市HIS

森 1i1~ --
I~ :J橋 TI:)占*

R'j']や[1経深校が，小指外転1liJ1ii'j校を川した以述に:おけ

るtJliμは， 11寺に診断を誤まりやすいl而をもっており，ま

た治療，尺'門村l経損傷の術後，j'i'IIUiなどに関して興味ある

知\~を与えてくれる われわれの経験した 4!Ji'WIIを縦fiI

L， 与まきを加える.

4J，i 例の損傷 iftl{~/，神経縫介術後の 1"lnL状況を l耳1 1，

A Iに示す.小指の外転的)校は 4症例とも世tイ1であり，

、''1然小指の lP 関節{II リIL~は "f能である 併1ft似f部位が

末村'1'である針。111 を除いた 3 仰lでは，体i lìíj， ほぼJ~Hi'iに

19iられたかぎ爪変形がみられた.術後 Fromcnl徴(比

inll'insic plus posilion小能などの麻N，リiI状がまったくれ

うたしている--)jCl立12)，学slI!， 背M'l'j-I::I1l百の機能分離

を必要とする指の内外転， とくに中指の外転主li!日Jの可否

をみる江川の slgnの改善が ィ、|づ〉であるのが 11立つ.

(1;:友例を示す

症例 1.2歳， Yj
牛乳ビンを似ったまま転倒11. /，:"i:i'm切iilj，中指}:I¥筋)此

およびドIJfJllIの総指神経断裂と診断し， J1J11=1手術施行す

る 都i'l， )~汁神経深枝がほぼ ' 1 ，t行AU筋腿直下で断裂して

いるのをd、め，これも顕微鋭 卜に縫介する

術後 2/']三8ヵ月， Frolnentの slgn ncgalJvcで Illt・

I'insic plus position， m内外市ぶなどにおいてj亡汁神経忠臣

校H初年の症状はま ったくみられない.また， "1'・I31指1::1

の什!日i筋校が健在で，機能分~í.があるため，他の 3 仔11 と

児なり江川の sign もl可能である しかしぶ ・'1'桁の内

外転を侭抗下に強制すると， '~Jm内転筋の [rilll年収縮，い

わゆる massmovcmcntがみられる(凶 3). 

Key words: 1I1nar ncrvc， decp branιh， ncrvc sutllre， 

palm 

ホ K.Hikosaka (;'ftll，-，:): "浄|珂赤卜:j-病院終形外科(還420静|品l

市追手1111ふ2: Depl. of Ol'[hop. Surg.， Shizuoka Red 

Cross Hospilal， Shizuoka); Y. Yabc (数段)， K 目 ~I ori ，

K.I可ishiguchi. K. i¥ishimura: f"ldi~:保健衛生大学整形外

科;1¥1. Takahashi(ll}J教綬):東京術科大γ':di川病院務J[，妙十件

IV cleft 111 11 

Vaヘ3KlキT.I

-・・・ 2 

×M
'
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A
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sensory 

図 1. 4 i， i 仰lの火"!J 神経深校担l (þj ì'~げな

症例 2. 2成，リJ

ガラスにより :1i'宇部切自11後fjii指のみのかぎ爪安形を'1:

ず (~I 4). ~~IX より)腿損傷の疑いで約介され来院来院

H年尺骨神経深校腕;1~(jI'I~状は明らかであるが，小指の内外

転は可能である 受似後 4ヵ)Jにて子術施行，尺骨や1'粁

深校は有鈎'，'1を江1"1する部分で断裂，広1・小指間への筋

校となる funiculusのみ連続を保っている.

術後 7ヵ)Jにおいて inlrinsicmuscleの萎縮，緊似

は寸分にInl復し，全部のmて'1jう外転は可能である. し

かし内転時には intrinsicplus posilion をとる傾1:')がみ

られ，江川の signは小能である

考 察

小指外転筋筋校以述でのR'j']神経深校損傷では，当然

小指の外転， IP関節の仲肢は強力に可能であり， また

女|仁i:t障害のないものが多い. したがって，症例 2， 4の

ように環指のみの)U!IIII変形を主訴として来院する症例も

ある とくに細かいJ行の動きによる筋力測定などの丁寧

な診祭がむす'かしく，また筋委縮も 11立ちに くい年少例

ではj正しい診断をドすためにII志深い観察が必災である
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表 1. <1症例における術liij・1去の尺1HIIff:琳j!l，[症状

mJury 1 10D n{‘Mlnu-tr田'n引s1 :~~~I出"品11nag凶e Case age， sex 1 foUow.up senSQry claw 
atrophy 

Frome Egawa 。田

1 1 T.K 2 Y l 2Y8M 

2 I T.I 2Y。 4M 11M IVx × × × × X .IX 

31 M.K 34Y ， 3M 8Y4M IVx × × × × X 'IX 

41 M.I 7Y ^ 5M 7Y5M IVX × × × × x .tX 

X=Olr董症壮有 =再編症壮む し =雨後 =不明

IIOD=第i首制骨問筋

a. 内 転

図 2. 1，[' WIJ 3 

、、

a・也 似1I

図 3.症例J1. l'vlass movem ent 

よ ー一一 i

1983年 11月

4ことを銘liG したい.加えて j，i~ 例 1 のごと

き新鮮例では，血n指Hむなどに 日を奪われ

深絞損傷を見逃がさぬことが重要であ

る.

j火亡叶'，'口'I付i

さ， 組lさより， INfll:I例などでは手術手

LL I'後に閲して不安を感じるむきがあ

る しかし r寧な手術を行えば target

organ に近いとい う有利さから，M))]， 

Iカ萎縮の改;削工非常に良好である.加え

て小指外l伝筋が機能分隊して健干1:であれ

ば，それをゆるめることにより小指の内

転は可能で，より '-1-'紹での尺骨神経縫合

b.外 転

b. 健 仮4
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後によくみられる五日 ・小指J/¥IがIJfJl、てしまう変形もみら

れない Follow-lIp /I，'y， 令市のJ行でiiう|人i転および外恥i

j主oJiJ)li，kf9IJ 1， :lでま-，たくJ::J題なく， 2， 4でも I}、1

'1¥え/1、?に intrinsicpllls posilionをとるなどイ、 l'分ではあ

るが"J能である 小指外転紡に機能分脱があること，ノJ'

m総指令11筋，ぷ折1，1;1イi{lll筋による示指の内外転作用がこ

れを l可能にしていると~;えられる 総じて全例，まった

く 11 常快活上機能障r~l? を感じていない

ープj，江川の sign は中m)~M外唱えが 機能分自11 して "J

能な位例 Iを除き，他の 3伊IJは不可能である 1 nlrinsic 

mllscleの緊張が十分触知できるにかかわらず， 中指の

外転運動が不能なのは，神経縫合後のmisdireClionによ

り2，3背側'月 間筋に機能分隊がなく，同時に収縮して

しまう massmovementが主因と考えられる これと同

様の massmovementは患者を詳細に観察するといくつ

かみ られる.たと えば， 1) j行の内 ・外転を低JA卜Jこ強

制すると 舟桁が内転位をとってくる， 2)強力にヒンチ

を行うと，小指が外転 ・仲展位をとる， 3)同じく強力

にヒンチを行うと， ボ J行PIP関節に{III}艮傾向が1-1=¥てく

る，などである.

今1"1の4j，I'例のようにごく末tf'iMの尺竹神経派絞J員{お

に対し，顕微鋭卜の l匂.'fs.l体Iを行っても，さらに f'ollow-

lIP 1911: ¥1 JI主 r~':j 8イド以|ーの!，Uyljにおいてさえも神経縫介iT日

以辿の misdir町 lionによる I11a明 nl0Vぐmenl は解決し

えなか，ヲた 乙のことはJ!iの indepcndcnllalcral mo-

vemcnlのlI:mを条1'1とする Highcl 0λ川I lI i) ，~ i\l [ M，以

図 4 症例U2，環指のかぎ爪変形

との運動機能1"1復とは，きわめて困難なものであること

を感じさせる

文献

1 )江川'l;~. .:大阪大医託、 11: 187， 1959 

2)伊藤I!XEJiほか・ 3柱形外科 29・1438， 1978， 

3) Manncrfclt， 1..: Acta Orthop.日cand.[Suppl.) 87: 

1， 1966 

4) Sl引 n，I'.J， ct al.: J， Hancl片urg.8: 72， 1983 

5) 

I.ivi川ngstonc，Eclinburgh-I.ondon， 1968. 

6)山沢民JA!i日 fρ ~Ir手外科 21: 961， 1970. 
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正中 ・尺骨神経縫合の成績

Rcsult 01' th(' ncurorrhaphy 01、 tlH‘ mcdianand ulnar ncrvcs 

落 (i1(1之 作 山Ii司 一 片 肝 HH ifjt新太郎

J/ ~ 松好 f杉 /iaJ 宏 ill
'ノk修

夏 111)じ制1 )ボ 徹 也 !日 LlI敬二*

近年. mICrosurgeryの発注に伴い神経縫合法ならびに

その成績も進歩しつつある 今|円1.当科末梢神経外来を

1966年より 1979年までに受診したl十l'・尺骨神経断裂

例で，従来の神経上膜縫fTにて加療した政(7IJの治療成績

を検討した.

対 象

1.，:cWJ山tこ、哨、|を受E診したk(9lla. 1也|災にて 1'11*手紙介

さJLたものも作むと総数 95(リ): 1;.， 80: 15)である

受(t)j)li(1ぺは， 、|λ11与dJl¥::'1:i円での外(むを以11央L. ガラスに

よるものが 60% を占めていた. このうち. ，I'IH空たは

1)';1辿州院にて神経縫介をijったものは 65j，j'WIIで， 1人.j，れ

は11~ ， l'神経断裂 17仰J. )~'I'J 神経断~ 28 WIJ. II ' I' )~' I ' J 下 1 1

縦断~ 14仔1]. JH リ'~'1'1・挑竹神経断~ 4 WI]. 11'I'B'dJ神

経断製 1仰1]. )~竹僚'汁神経断~ I Wtlである.受(おH、'f-I，1'階?i

は l成 5ヵ刀より 65歳で. 10歳代から 30政代が大、|え

を占めていた '))!J.比はIi中神経縫{;'))性 32， I;.i生

<1 . )~骨神経縫合男性 33. 1;.'性 7である 受傷'::JI立は耐

神経とも前腕力、ら手関節部の IL~位損傷が多く，受傷から

神経縫合までのWJ間は，当 11縫合されたものはわずかに

3例で多くは{也氏にて初期治療または神経縫合を受け，

その経過を観察後二次縫合を行った症例で最長 48ヵ月

にJえんでいた.

以上のうち，成績評価可能な術後 l年以上経過観察し

えた杭例，正中神経 27. r~'I'j-神経 19 神経につき検討し

た なお，追跡JmI聞は最長 18年であり， 治療法は. 11 

小神経へ損傷した尺骨神経を利用して遊雌移相((しt-:.:3 

Key words: ncurorrhaph、" misdircction， mcclian and 

ulnar nerves 

，. N. Ochiai， N. 'J・suyama(数段)，/1.. Naganυ(治山li)，吋

1・λchibana.H. Sugioka， S. Okinaga， Y. '[句obim川 SlI，i¥ 1 

Natsuyama:東京大学整形外科 (Depl. of Orthop. Surg.， 
Faculty of ~l cdi c inc. Univcrsity of Tokyo， Tokyo); T 

Hara (郎長) 伺i立広尾病院教形外科‘ K. Fukuda (校長): 

伺1川(.f'ドリハ ビリテー γ Jンリ押す学校

M5 1 一， 
ムニミ

M，I 
， if.l;f立

• " t~柚 15 

M， 1 c 宝P
ム高f立

H;柚 12 

M，い • ι、 qコ 五十27 

M.I Lてコ べE • u 

M，I .. 

Mn 
50 5， 5， 5， 5、 5屯 5，

図 1.IE'I'神経縫介氏航

(1IJ. うとぷ縫fTした 1(11]. 5trangc lLをJih、た 1WIJの;;1-5 

(1IJを除くといずれも甘JI終日英縫介による端々縫介であ

る

結果

MRC判定法準による正中神経縫合成績は， 1可11のご

とくである. 低位損傷 15神経中. M3以 1:は 4神経 27

%， 5，十以I二は 13神経 87% であり， 高位鍛傷 12神経

中，M3以 ヒは 4神経 33%. 5，+以上は 10神経 83%で

ある. 二点i識別可能な 53~ 以上でもおのおの 7 神経 47

%. 6神経 50% である. なお. 15成以下のJti:例は 6例

で 1Wtlを除きすべて 53+以上の1"1復を得たが M3以 卜

は l例にすぎなかった。

尺骨神経の縫合成~~は凶 2 のごとくである.低{立:t.l:l(:お

13神経"1'.M3以止は 8神経 62%，5，+以 |は 11神経

85% であり I~ ':j位損傷 6神経中 M3以 上は !神経 17%，

St1
以 lは 2神経 33% である 15.iri以卜の 7k(1II'I' (i 

(1IJは，いずれも M3. 53以上の川彼を得ている。

受傷後縫fTまでのHりDJと!反l'i!'(を比較すると IE'I'有11終の

.iili動機能のI"IWは，縫介が早いほどn.Hとはいえない

が，少なくとも 6ヵJJを過ぎるといl復は不良であった.
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表 1. il:.中 ・尺'fj-低伎やi'終縫合成績

，F 中神 経 )~竹神経

姐 例 M3以上 S2←以 1:53'以上位例 1M.，以上 M，以上 S2+以 111丸以上

M. 

M. 

:¥icholson (1957) 

Sakellarides (1962) 

，'; ill. (1970) 

内村 ( 1974)

岐川 (1979)

京 大 (1983)

M 3 I 0 ∞ o 8& 

M， 2 ∞ 

M， δ ot> 0 

M，. U 

M， οl  

52 

76 

12 

12 

18 

15 

。

Mo 50 5， 5， 5" 53 53 5. 

図 2.)ぐ'ii'P11経縫介成紙

知覚のi"I彼は， かなり H、り割jが)t(れても

ら+以 卜のI"IW:が期待される )-('1'1神経

では， JT!動機能は正中神経I'il隊6ヵ月を

過ぎる とl:.tHな|叶復は守Jめず.知覚の1"1

復は品ヵ月以内の低{立Hl似なら良好であ

る

65% 

40 

58 

75 

89 

27 

0 低位 13

ム高f立 6 

計 19

ADQ 

ADD P 

79% 25% 60 35% 82% I 8~% I 69% 

53 22 85 0.1 42 46 30 

83 67 9 。 67 67 67 

83 58 16 19 81 100 62 

61 22 20 5 35 45 15 

87 47 13 8 85 85 54 

図 3，40 成， yj. 低位jて骨神経縫介砂11

DJSA 1500を片lい， Illlchlhalらの刀

法に司liじ/1凶行性知覚神経爪動屯{立を記録

したJ，E(JIJは， .1正中和I'A12，尺'¥'1神経 7で

ある Temporal dispcrsion した波形の

弁別吋能な早期成分 10例につき peak

図 4.21成， 1;... 5歳時低位尺骨折l'経縫合 ADQ随怠収縮H、，'f:，

ADD. Pから!日JJ別発射する NMU pOlC'ntialが記録される

lo pcakの娠似を，;j'illll加算して得た 川mlllativcSNAP 

の大きさと二)，'川，'iWI能との関係をみると ，，;i¥¥:1)II-1、fiE例で

も([飢、が大きいものがあり ，必ずしも clImlllaliveSNAP 

{出と二fil滋})II1lliとは関係がなかった.

考察

止'1'神経縫fTでは，端々縫合以外の 5例lも全例 52十以

l'の1"11Uを待ており，党1おI:':j("には関係なく女1J'~1の 1"11反

はWjf!iしえ，とくに小児ではJHfといえる。 ー)j， {:):j行

球筋の!日l復は不l:.tで， M2以卜の 19針。IJ中 9111Hこoppo-

nens plaslyが加えられていた )-(1'1やm縫介では， 小

児では知覚 ・巡1VJともlHfな1"1復をJVli.'Jしえるが，成人

の低{立損傷では知'11のIlIli支はjgJi!jしえても品川
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知覚 ・j1!1i))とも同復は不良である

S i'\ AP の振幅はTIJ牛線南fI σγ，ii'，(VI=.照的な成立~\肢をィ、す

のみで，縫合部で生じる過~'~ ~配なとー機能の 1"1彼は，)、し

ていなレ l文13の1定例は低[立尺竹村p経縫台後 11ド6ヵ)J

のI時点で， cumulalive Sl¥AP a 16.4 ，uV， 小J行f:1)!Jili'i

I :~l SCV 50 m/sであるが.二九殺日1)能は 15mm以上

で同{t=生II 'R:の 1~~lt~.を認める )j. 運動機能は111.なる{附

々の筋))の川wだけでなく ill¥!:A動が得られるか何かが

'TI要である.l刈4のJII仔11は，縫合後 16"rを終過しでも[:J

J行内転紡と小指外転筋に同期発射する ;'¥ M U pOlcn lial 

を認め， IJ}生した l本の神経線維が縫fTJ1刊で sproulmg

し，別々の筋を lñ) 1I寺に支配しているI\f能性がノJ~I~ され

る この状態は中枢でのI¥fW性では補いがたく尺'，'1神経

縫合後内在筋の独立運動が得がたい理けlのーっといえよ

う

最後に，三れまで鰍(守された神経 IJ英縫合成績と当科

におけるIJli:h'(をLt'li交したのがN.lであるが，ほぼ|百J-ーがi

'.l!:といえよう

市吉 圭玄
関口

11:'1'・g'，';'(.'I'紙縫介の成績と機能川弘LVこ及ぼす:t，:干の

|刈 fについて述べた

文献

1) lluchthal， F. ct al.' J. Nellrol. Neurosurg. Psychiatry 
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上肢における神経移植術の検，i'J

A Follow-up study of thc ncn'c gra仇ing in thc upper extremity 

IJl.j 1 1 ftiL -.rU; 

矢部情

I)Lj什;ぷIlil!IS 

彦坂-Mf 

~ ，nk 
I~:j j{:j [1: :占事

1966 年以降われわれが u肢末的神経机(~に対して神

経移航術を行叶た1よ例は 51例，62和l'粁に及ぶ 今川こ

れらのj，E例について術後IJli:ft'(を倹付したので縦(11する.

症例

受傷|昨年齢は 1i漬から 72歳までにわたり， 平均 28.3

ir'!l.である.男性 44. !d'F.7. /仁側 27. {i s!II 24 新町(1 

例を除き他はすへて隙!日例である.神経日1)内』沢は指神経

27， 11:小神経 17，尺'汁神経 8. I完竹下申経 7. 腕神経波 3

となる 多くの症例が，f(/交のWi城，切断， ï{.l唯 I~ ， Volk-

mann拘紛， '，';'1斤および世UrHむなどを伴っている こ

れらのうち予後調交しえた!，U71)は 42例 53神経となる

Key words: follow-up sludy， nerve grafting， uppc. 

extrcmJt、

* K. Nishigu，hi， K. Nishimura， K. ylori， ¥'. Yabc (教

綬):牢;，'，1重保健衛生大学5整形外科 (Depl.of Onhop. Surg.， 
School of i¥lcdicine， Fujila-Gakuc.、仁niversity，Toyoake); 

K. Hikosaka ci部長) 絡|前l赤十'川内院整形外科 i¥J.Taka-

hashi (助教援): w:京橘科大学市川病院整形外科

IJli:h'i判定までのj切|首lは術後段);u1年 3ヵ月，以長 16年，

、|λYJ:l{I二 9ヵ))である 'Jli:*NI'I)ii'は Highetに準じf仲11

粁ごとにその知I:Q;. j1HVJ機能の川復を庁判IIIiした

手 術 方 法

J行m干に対しては士1こ singlcncrve graf'lを， iIニ'1'・

民'，1-• f#~'ll 神経および)腕神経J'&損傷に対しては cablc

graf'lを施行した その他正1'1_'神経部分損傷に対する

inlay grafl i'1、 2例， Slrange 程、 2例， '[f，Hのいう ncrve

Aap法 3(11)がある. また， 5 (11]1こ H.Millesiの inter-

fascicular nervc grafting (以 F JFNG と田谷す) 法を行

っている j笹雌移~((にIil l 、た神経は外 IJ!I) ，jij腕皮神経， J俳

!阪神経がらく. j，j例の 61.3%を，ljめる また，切断指

の指神経やJ.l*j~i した焼竹神経浅校，あるいは尺'円神経や

々の-I'fll!ll枝などを平1))11している 多くのj ， i~Wl1で‘腿縫合な

し、し腿移行術を1，.)11与に行っている 神経移舶を必要とし

た欠m郊の長さ， すなわち sllrgicalgap d四tance は最

t¥i. 1 rm，紋長 15rm，、|λ均 4.7cm である 折神経では
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上肢における神経移植体I

表 1.

a. Resull of scnsory reC:lVcry 
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η
4

に
υ

A

H
V
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b. Result of molOr r町 overy

S2' S.， useful rccovery 53 
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?
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表 2. Brachial plexus injury 

lypc of gap prcop. pOSIOp rcsult 
agc s('x grafled parl 

casc 11リlIry (cm) pcriod periocl 恥f S 

19 m total 3.5 C5 root 6M 5Yl1M Mo S3 

2 17 m C5> C6 4.0 pOSI.仁ord 6恥f 3 Y 1 M M3 53 
post. cord. 

3 16 町】 almosl 2.0 lal. rorcl 2 ¥ ¥' 2Y3M 乱15
total 10. mc. N 

M小 1.0 cmか ら最長 6.0cm (、|λY-j2.6 cm). 1I:， 'j'fljl粁

は 1.0~ 15. 0 cm (平均 7.7cm)， )~'iHql統は 1. 2~ 1 1. 0

cm (平均 5.6cm)，挑什神経は 3.0~8. 0ぐm (、ドJ:j5.3 

cm)， 腕神経叢では 2.0~4. 0 cm (、ドJ:j3.2 cm)であ

る 平均欠J員長は指神経でもっとも~\i.かく， 11:，'1'神経で

もっとも長い.

結果および考察

I 知覚機能の回復について

Zacharyに準じた usefulrcιoveryは指神経では 91.3 

%にみられもっともよく，次いで尺'，'1'事11経が 71.4%，正

'1'神経 57.1% となる 3群の総計では 77.3% に lIseflll

rccoveryをみている しかしながら，指神経損傷におい

て TPD が 15~6 mm  ，f'}度の阿復を示す 53-の症例lに

おいてもなんらかのしびれ感の存在を訴え，患者の満足

度は必ずしも尚L、とはいえない.一方，正中 ・尺1'J'Iil神11

終麻j~，lの症例におし、ては 51 か ら S2 程度の 知1't[rrl復，

つまり proteclivesensalion程度の[II[彼であっても，機

能I'llli術と相侠って useflllhand化 しており忠荷の渦J己

!支は高い.なお， 50の 1症例は高度の Volkmann灼前ii

を， ろl の21，主例(;t.腿煩傷を{下う正挫員1)で， ともに広範

凶の搬浪組織中に神経移憾術を試みた痕例である(表 l

a ). 

2 運動機能回復について

夫 1bのごとく [['1'・)..!.竹 ・挑 'r'l・神経の useflll

recoveryは11頂に 0%. 42.9%， 83.3%であり ，lE'l'神

経の[11[復がきわめて不良であった.

3.腕神経叢損傷について

3(1IJとも[11[1，反の可能性のある欠損部に cablegraftを

行った.それぞれの支配域の運動 ・知覚凹復程度は症例

Iの C5rOOIへの移航で Mo>53>症例 2の posterior

cordへの移他では M3>53>症例 3の筋I支神経;への分枝

川で M5と述1¥1:ほど良好な[II[復を示した(表 2). 

4. 術前期間， 年齢， 神経欠損長および神経移植方法

と術後成績との関係

1)術前期間について 指rJ[1経では明らかな相関関係

は認めえない.術前 16ヵ月の症例においても 53以 上の

["[復を認め，全体に良好な回復を示す. J['-I' ・ )~骨神経

においては，知覚 ・運動機能回復の程度削減旧例ほどわ
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0 知覚

. 運動

S. 。 。 MI S. 。
st 8 。 。o0。 M. sj 1- 。
S 3 。

088  {h M 3 S3 1- 。。 。
sl 1- 。 ~12 s! 1- .。 ii 0 

S 2 1- 。 M 1+ S2 1- 8 0 。
S 1 M1 SIl- • 
So M 0 So 1- • • t ii I . 

10 1 2 14 16 1 8 (月) 10 1 2 14 16 18 (月)

digilal nCl、e mcdian ncrvc 

MI 
M431- • 
M12 + 53 

。
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ー

。 。
~1J ・ M 1 S i 1- • • 
1.11 • M I+S1l-
M1 M 1 S 1 1- 。 。
Mo M 0 s 0 . • 

1 0 12 14 16 1 8 (月) 8 ~ 18 へ- 35 (月)

rad ial ll<TVl" lllnar ncrvc 

図 1.('olllparl"d witlt lltc preop<Talivc pcriods 

MI ト ・・・・
M4 s.ト

M3 S3トト ・・ .000 

M { S 3ト o'l?cゐ 1.。
M 2 S2'トるを。。
MtS21- 0 0  

I 0 

M 1 S 1ト ..

Mo Soト ttZ∞ 二
一一一一一Cab1e G_ 1FNG. 5ingle G. 51range 5p1it G 

。知覚

・ 運動

図 2.Comparcd wi1h 1hc nCl円、 gral'ii時 melltods

(1行神経(I除外した〕

るい傾向を示した とくに辺動機能についてみると 8ヵ

JI以降は l例を除き M"となり ，その1"11反はきわめて小

良となる TE'I'神経 14仰IJ'I'9例が Hヵ}J以上の隙111秒IJ

であり ，受傷時の複合損傷が高度であったこと と相侠っ

て，本シリーズにおける成績が不良であったことの七閃

とJ5・えられる なお尺竹村!縦は 7(11J'I' 2仰J. I;~'首・神経は

6 (111'1' 1 1711が8ヵ月以上の似旧例であった(凶 1). 

2)年齢について:15成以 ドの症例が 51711と少ないた

め19Jらかな村l間関係は認めない

3)神経欠損長について 正中神経および挑'同TI併iの

運動機能1"1似を除いて，ある程度の相関が認められるよ

うである IH' ・ )~骨同!神経においては 4cm 以上の移

|怖が太平をItjめる 4cm未満の移舶は 3例あり， その

すべてに IFNG 11、を行っている.

4)神経移植方法について :JFNG法を行った 5症例

すべてが llScf'lllな川似をぶし， 他の方法に比してその

成績は安定していた しかしながら 5症例ともに術前期

!日lが6ヵ月以内であり ，欠倒長も比較的短かく，かつ複

合損IVjも少ない症例である(凶 2) 

まとめ

1) 1'.肢末梢神経損傷に対して神経移仙術を行 った

51症例 62神経のうち 42例 53神経について +後調査

を行い検討した.

2) m神経の知覚機能回復および挑骨神経の運動機能

i"l 復は比較的良好で，大国各縫介術の結果に匹敵する.

:l) 1['1'・尺骨tlll経における機能1"1復の程度はTllf.予縫

i'r l，Jijや H.Millesiの IFNG法の報告に比して明らかに

劣る.

n!lli動機能の1"1復は，と くに正中神経において不良

であった.このこと は神経移植術を施行した多くが豆度
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の複合損傷。IJであり，かつかなりの臥111例であることが

主因と考えられる また，術前知覚の1"1復を主目的とし

て手術を計 Ilhiし施行したことより当然のがi.':R:と考えて

いる.

5) 1 FNG ìJ、の紡 取は，他のT1~i }ji)、にJtして安定し

fこ}JIiJliがPf.られた
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分 娩 麻 痔 の病態

第 2報 神経過誤支配一一

iVlisdirection of ncrvc rcgener'ation process in brachial binh pals)' 

須 JÌ!生成 I ~ メL111 1;危うー 小林 J心|リJ*

われわれは，これまで分娩麻癖の辿伐麻wに対し， "f 

tJEな限り機能川k.l!祢Iを実施してきた 三のさい，麻痔の

1"1復の予後干IJfeに，神経1"1復過程でノ!:.じた misdirection

もJfI~な同 f として|対う4することが推'ぶされた.

今1"1.より適当な機能障害の評価と，治療)j}1をたて

るうえに役立てるため，腕神経叢に生じた多彩な misdi-

reCllonの病態について分類を試み， その特徴について

調査検討した.

対象

mイl二，分鋭:腕(W逃残腕;沖として follow を続けている

症例は， 158f9"il171肢である. その内訳は， 1-.(、J)\~J_ 122 

!此 卜位型 3JI皮，企:型 461伎である

Misdirectionの症例とその病態分類

代表的liEイタIJを例示しつつ病態を観察する.

症例 I イ:令.)型原~jî草(似1 1 ). 

肩挙一 I~ に ('þ って JJ.J の j凶曲 が起る 訂は軽度水、1"1人l転

し， 130υ}:I¥ IUI夕刊反すると，このとき絞大挙七となり， JJ、f

照的も 90
0
と紋大になる 同時に千の背j吊も伴ってい

Key words: brachial birth paJsy， n引 vcrcgen引 atlOll，
rnisdirc('tion 

本 N.Sudo (医長)， T. Maruyama (部長)， T. Kobayashi: 

神奈川県立紀州 H両院格形外科 〔苦言258 ~I '条川県JE附上邸松

111111)惣官([866: Division 01' Orthop. Surg.. Kanagawa Pre-

fecturaJ Ashigarakami Hospita1， Kanagawa) 

る. I子を口へ」の励行では， 肩の挙上はなく， Jが11

へ I;'J い ， このとき Fの -11~}:r\ もみられない.この旋伊11ft)ト1

:10" }:f¥ 1111拘縮と glcnohumcraljoinlのわずかな拘鮒をlLt

Mtょ

症例 2. _.(-; Lt立J¥I!陥J卑 (以12)

肩の挙 L運動では， JJ.Jや丁ーの異常な動きは観察され

ず， ほぼ完全な挙上運動が"f能である 「手をHへ」の

動作をすると，肩の外転jポ|出が!I・ずる.肩を!日jかさない

ようにすると， )1 、I の}:J: IUI は 90~100 ο しかできないが，

肘を 120
0

}:f¥JlIIして「手を 11へ」の動作が可能になると，

肩の外転}:f:11I1が必く IHてくる.

症例 3.イi-1-:)¥I!1fj;粋(凶 3) 

肩の挙 . 1 -.に{、ドう)J.Jの!日曲，子のJ:nllll と)~JrJ:が観察 さ

れ， また「千を"へ」の1y.パ午て、肩の}:J¥llli・外伝，手の背

開 ・尺肘がみられる.

以上の症WIIをとおしてわかるように，分鋭:腕;I~Iの逃残

帰j.'粋のなかに， }tI (ろ)， IH (E)，ヂ (H)のJI:合ICI的

で，連合運動機のY41古99)('1があり，これを主として肩と

JJ、Iの動作を中心に分知してみると，下記のようになる

第 1群 肩 (S)の運動に伴って，)1-] (E)やf-(H)

が連合的運動を t止する場介 ー 症例J1に代表される (5.

E・H)，S. E 型， S. E・H 型，SH型

第 2群 :M (E)のi運動に作って，肩 (S)やf(H)

が迎合的運動を註する場合 症例 2に代表される (E・

1 1 1 J 
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図 1. ら・E・H 型 (N.K.. 5 政右全)\~J)

府準 |とともにJHの原1111がノ|ずる 手の1'f屈が同時にみられる 「子を 11へ」の動作て、はhiの異常な運動は

なく JIJのJiHllI1がh'われている

図 2 E.S jll) (H.H.. 8成， イ1上{立主lJ)

hl挙 I~ 動1'1'は円滑であるが， r下を 11へ」の動('1ではhj外転水平内転運動を伴う拘縮はない.

S型). E ・ 九 I~D ， E. S. HJ型， E. H 型.

第3群 ・!r}1 併，第 2綜いずれの状態も鋭祭される場

合 f定例13に代表される (S・E・H-E・5・I-I型).

こうした)1~1Ï';がみられたも のは， 171肢中 46肢 (27.0

%)あり ，第 1l洋は 18!I立で， S・E型 15肢が主であっ

た.第 2鮮は 5肢で，E. S 砲であった 第 3併は 23例

で S.E-E.S型，s・E・H E・S.H 塑.九 .E

E・H 型， E. S. Hー←SH型があり，前 2Jl-がそれぞれ

11肢， 10肢と大多数を占めた(炎 1). 

病型別では， 1'.(、t型は 15肢 12.5% て¥ 内訳は 5・E

型 7肢，E. S型 3JI支，S .E-E・S型 3肢となり ，S・

E-E・H型， S・E・H-E.S. H型がそれぞれ l肢で

あった。全型は 3111支674% を占め，S. E型， S・E-

E・5型， S. E・H-E・5・H型が 8岐， 8肢 9肢と
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図 3.S. E・H-E・5・H ~J (T.J.， 10歳，右全河J)

hiの挙 1..とともに肘は屈ffHし，同時に手の屈rl11も生ずる 「手を 口へ」の動作では局外転と子の背屈を伴

う なお.'H'主将度照的{す約締， scap"lo-h"meralでも軽度拘縮がある

多く， 討・E・1ー1'~J.. E. S型が各 211立， 5・E E・ト1J¥jJ.， 

s・1-1 -E. S . 1-1 )砲が作 111主であ った

考察

)腕tlll絞殺崩:仰にみられる神経過ぷjt配 misdircnion

は.I'ij一t1l
'
*ギ|人lではなく，むしろ神経幹相11でノ|ずるこ

とが主体のため. 1イ立型はいうまでもなく ，今:型ではよ

り多彩な病態をぶす このため，よりよく州fl11を抱脳

し，治療指針が得られるような評価を考えたところ，前

述のような 3併に分類"J能であったこのさい misdirec-

tionありと判定するには，これらの症例の状態を参考

に，動作学的な観点に立って臨床的判定基準を次のよう

に設定することが可能であった

1 )肩屈1111・外転に際して肘屈曲あるいは手の背Jili・

掌;屈を伴うもの. 2)肘屈曲にさいして肩の挙 tあるい

は手の背原 ・学屈を伴うもの. 3)姑抗筋に収縮がみら

れるもの. 4)これらの動作は上肢における関節可動域

や筋)Jハランス，拘縮の有無と無関係に起り. 1-.11立1"i}J('F

H与に常に-Ai.::の11主位としてi<.fJiされる ニうして3併に

わけた misdirection分類、は，厳密な TIlf.手学的分類でな

く，臨床的に観察された 1 :肢運動に)，~づL 、ている ζ の

相良を!日パノl'筋電閃の記録からみると. 1'.位l型附:痔で E.S

型と:ド1);どしたiiE例では. JHの屈l出動('1;で健nwと比 し，忠

側ではゆ]らかなl'iJ!I与収縮が 1-.腕二頭筋と てf{JIfij・τ三日[il筋

とにみられるが， 手イ11
'
筋とも同H与収納があり，初llK:f'f:的

に E・S.I-I)型とすべきである. しかし，臨休的にはT

表 1.神経過JIliJL配の分史fI(46肢の内沢)

1)討.E'¥'1 

円.E ' I-I I\~. 

2) 巳・%相

(S'E E ' S '\~ 

IS'E'I-I- E'S'H斤」
3) i 

IE・8・1-1 S'I-I斤d

lS.E E'H'型

1511主

311主

511主

1111主

1011主

111主

111主

の連合的動作ははっきりしないーまた一方，肩挙上動作

では，健側と同機の筋収縮ノ、ターンではなく， 三角筋，

二頭筋 ・三頭筋の収縮を伴っているが，臨床的にはI]，jの

連合運動は上l立たない すなわち. E・S型といえども

動作筋電図 |ニは E・5・H型あるいは E.S-S. E型を

示す可能性があることになる. しかし機能障害を評価

し治療計画をたてる場合には，臨床的な H干の misdi-

recllon分類が便利である.

分娩麻1専評価E法として，Mal!et'は肩外転 ・外政 ・JH

凪 1111 を中心とした 5 項目 5 段階評価をしている~これに

準ずると ，S・E・H-E・N・H型で肩外U;f_外転の点数が

高いにもかかわらず. 1] tの1"U)('1・の点数の(LCいものは，

misdirectionの彬科大と考えることができる幻.

またこの分mでは，神経川復過粧や患児の成長によ っ

て misdirection の型が変化し同じ型を必ずしもとり

続けない はじめ S・H型であったものが， S.E.H
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E. H. S型になるなど，変動する ものが数例みられた.

まとめ

腕 ~I/絞殺麻伸一にみられた~"f.予過I~-~ 支配を 1í:~;J，f.; {'象 より分

芦((L. その特徴を述べた

文献

1) !¥Iallct. J 引 al Rev. Chi... Onhop. 58: 115. 1972 

2)苛ult/Jxl:':nか 戦形外科 28:1384. 1977 

分娩麻埠に対する前腕，手部機能の再建術の経験

Results of the 陀 constructivesurgery [or impaired forearm 

and hand function due to binh palsy 

'1 I )1清-

小林 -::1'" 

薄 )1:TI今道

坂 川 t: 

分鋭:係RWに(1/:':j度のJ11残麻停を 1止するものが多い.ま

た神経1"1復過れで過;tL!(配を起すWIJが多いことも治僚を

非常に閃難にしている/) ~r: dらは放近 6作li:)iこ. 24 {ill 

に対して同. 11.). lii1腕. r，:alの機能I'HllIlよIを iiってき

たー今1"111.liij)院とr，:alfこiJった取t移行体I. 阪t川応体riこ

，(1，';//、をfTわせて，その半円以を分析 Lた

症 伊リ

2~ 1911 の'J)~!七 (1 14:10 で . F- l1'ill.'f1 j.JI(，jは 3~ 11 };&(、|λ

J!.J 6.3右翼)である l'iJ .の忠行に 1~ 4 ""(、ド均 1.81"1) 

のfi1'iを行っている.令:砲麻鮮は 141911. 上位型は 10秒IJ

である 肩の外転再建材ijは 9191]. 11.)):I:IUII'HNA:iは 4例，

前腕と手部の機能再建術は 16例である

riIjj腕と子部に対する機能rl}往術の|付絡は tiij腕1"1タト阿

佐 2 例，回内 11}~ 3例. J.I民l節背屈rHl!4例，学)[:I¥fl}建

5例，手指伸以内生}?;6伊1]. ):1:曲山建 5WI]. 付fFis<{立再建

6例， イ申展干ヰill5例， 加IJu再建 1例. intrinsic pl出 ty3 

例である

相ij後の成績評価は， 再建をiJった作|刻節運動につい

て， 11的とした運動がIi{fi'.lに得られた(+)， i~J. られた

が不確実(土).移陥舵の収縮のλをふれる(-).移布((舵

Key words: binh pals下‘何('()nstructiv('surgcry， fOI't'arm 

and hand 

/. S. Ishii(数段):~tifι道大乍{~fijl竹1'1! 七 γ タ ー 幣形外科( Dept 

υf Onhop. Surg.， Health Administratioll， Hokkaido Uni. 

versny，昌弘pporo) λ1.じsui c.:持(~Ii ). T. Ogino， K. Fuku. 

da， ¥1. Kobayashi. H. Sakat払 片 Katoh，T. Nakazato 

北泌道大学幣形外科

fíl~ 口1 公孝荻 野 利 彦

JJII )僚 六平IJ '1' 11'. 'Pr );:* 

表 1 子関節の1'T・"t屈再ill

a. 1'T照併ill(4 (71J) 

術後 受動拠 ~術後!助 )J腿拠 1，/;1 ; 
l戊品:(，:'I'(lIli 内定腿 'λl二 l戊M，i'!'(11Ii

十 pal.long→ 

土 FCU

+ FCR 

ECR 

L.B 
.1('110ζl円時土

b.乍加:I'f.tl! (5例，手術いl数 8) 

術後 受動腿 白術後
1i}J )J腿 腿凶 1ヒ

!えが1，i'!' lllIi 固定鍵 成形1.津(IHi

土 BR ー
土 ECR → FCR ~ tcnodesis土

- ECU 

- FDS ー

の選択に間違いがある (x).の 4段階て、庁l'limした.

また手の全体の機能改7存度を，院り運動とヒンチ運動，

それに ADしから分析し 1 )明らかな改←汗. 2)改

i仁 3)不公. 4)網怒に分類した.

結果および考察

1) :ru，らの肩外転再建都1は， その主u:はl.i上腕一.

lifl筋ゑLîíJl~ Jli~革. <.? 三角筋後 ':~I一小. lì Íj，:~1， 3広背，

大円筋一似ド筋への移行術を症例lに応じて組み合わせて

1tっている 2) これらの移行術を行っても fI的とする府

外転が得られない場合には 4{首相筋を t腕に移行する

Bateman r術を追1111している.これらの再建術の成総
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あるが， 'Il~屈の再建に成功171jが多く子山1:の再建術は不

確実か不j成功物lが多い

対立 明らかな改善

，lll 対立，イ中展 |明らかな改善

展 対 立 改善 (splint使用勺

曲 一 l明らかな改善

曲 対立，伸展 |改善 (splint使用〕

明らかな改善

改善 (splint使用〕

改善 (splint使用)

明らかな改善

改善 (splint使用〉

改善

i前恕 (splint使用〕

不安

不変 (splint使用)

術後
j戎総評価

術後
JlZ絞評価

1713 

術後機能改善皮

持日'l;f;splintを1ie川していることをノt;す.

機能改持度の下Ij}iは splintJHl1:川lIiyに行う.

→ tenoclesis + 

→ tenoclcsis + 

健凶;主

鍵 固 定

表 3 母ti'iの機能再建
a. 対立運動再処 (6例)

-，'(.ー

¥[ 

日

出

山

表 4.手の機iiE改自立

展

指

I?;I :<E腿

受動健
闘定腿

受!fVJ凪n

→ 
thumb 

→ 

EPL 

FPL 

機能再建

文、I

対

イ1[1

周

(:J 

イ中

術後
成紙評価

-1 FCU → 

土 1 ECU→| 
土Ipal.long→ 

C. 屈IJtI再建(1例〉

術後 |
1 !fYJ )J 腿

lえKiiL'Hlii1 

十 十 +1E lncl p-. 

EPB 

十 1 FDS 

土Ipal.long→ 

b. 仲良再建 (5{7U) 

iliJJカ挺

分鋭:麻伴に対するliij)凶，手部機能の再:ill術

!Jk. 

IIJi 

1111 

展

展

展

展

指

仲

間

厄l

イi下

屈

伸

屈

屈

イrt

イ中

イ中

手

川町
y症

No 

(B) 

イ中展再建を合
併した症例

」

(C) 

}f1j 1111 Ifi lliを合
併した症例

(A) 

手関節に安定
性を残し てい
る症例

ヂ凶節に対
する処置

手間節の背屈の再建は pal.long.， 

FCU， FCRの ECRL.Bへの移行術，

あるいは ECRL.J3の tcnodesisを行っ

た . また当~屈の利主l!は BR ， ECR， ECU， 

FDSを FCRに移行したり ， あるいは FCRの tcno-

c1csisを試みている. その紡果は表 lに示したとおりで

はほぼ一定しており 9例中 7例に 110。以上の外伝を

縛ることに成功している.

2) M屈曲再建術として，上腕三頭筋と二頭筋とのあ

いだに神経過誤支配のある場合には，上腕三頭筋腿→二

.iis筋l雌への移行術 (2{71j)， C7 以下の rootの損傷をま

ぬがれている場合には Steincller'sflexor 

plasty (2例)を行った. 全例に当初n
的とした 900

以上のJH屈曲が得られてい

る.

3)前腕と手の機能再建術について

は，まだ一定の手術方針に基づく再建術

は確立されていない.手の外科でももっ

とも困難な再建術の一つである.

前腕の回外 ・内再建術は阿国内筋ある

いは上腕二頭筋艇の re-routingはおの

おの 2例ずつ，それに境骨骨切り術で回

外変形を矯正したのが 1例であるわ 2 

例の円囲内筋鍵の re-routingの成績が

(ー)， (士)， 2171jの上腕二頭筋艇の re-

routingが(-)， (-)， 1 {7ljの焼骨'I].切

り術の成績は(+)である.侠骨'白切り

1M以外は全例が失敗に終わっている

受 動腿

受 動 拠

EDC 

FDP 

LL1 1 1 __j_一一ー斗

表 2.手指の伸展 ・屈曲再建

a・や11展再:ill(6例〉

b. 屈曲再建 (5{7U，手術回数 8)

FDP → 

ECU → 

BR 

pal. long → 

FCU → 

ECR → 

EDC → 

1i1Jカ融n

動 力 腿

斗ム」上」

+ 
土

土

十

土

土

術後
成績，wilUi

術後
j求総評価

+ 
十

土

LJ 

+ 

土

上
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手指の仲良の再建には FCU の EDCへの移行体[，ま

たJ:TIillrの再建には FDPの側n!IJI吻合施行仔IJが多い.術後

の成績をみると(表 2)， 指のイIjl展運動は屈rl11迅!fyJに比

べて再建されずらいことがわかる.

ーブJ，時指の機能再建の主体は，対立運動と{"1Mの再

建である(表 3).対立運動には Ext. ind. prop.が用

いられることが多く ，ほぼ満足のいくが;栄が得られてい

るが，母指仲阪の再建の効来は不確尖である.

4)次に，手全体の機能の改善度からみた手術成績

は，子関節の安定性の有無あるいは手関節に伸!肢と1m曲

のいずれの再建術を加えたかによってかわってくる(表

4 ) つまり， 手関節にある程度の安定性が残っている

症例では，手指あるいは母指の機能再建術を行うことに

よって，明 らかな改善が 3例，改善が 2例と効果はほぼ

確実である.ーブ}，手関節に背屈運動の再建を要する症

例では，指の屈伸再建を合併する場合が多い.その結果

は明らかな改善が 2例，改善が 2例とjぷ航は比較rY')良好

である.

しかし手以l節の掌屈の -r'Hl!術が必~であった症例で

は，術後の予の機能は増jgと小変が 3例，わずかの改善

しか得られなかったのが 2171]で，機能改善の左11皮は切ら

かに劣っている 4) 手凶節の手組内主主を会決する症例では，

量的な rootの昨古は C7，C8， Th，にW'I'している.そ

のために MP関節に高度の伸展拘紛があることが多い

-ri IJfJなわし F変形が，子の渥り運動とピンチ)ill!fyJを不能

にしている 市おらはこのような変形が残っている 3例

に 2~5 指の MP I民|節のはpsulorrhaphy と Lasso 手

術を行っているが，術後の変形が再発している. MPI見l

節の{111M拘l@に対しては，生下H

tμl、で拘縮を子IU防/右Jしておくことがとくに必必、3斐芸である.

結語

分娩麻r~正に対するがI腕， 手部機能の再建都Iにおいて，

移行腿の数と筋力が十分にあるときは，手間節の安定性

の獲得が手の全体の機能を改善してやるための第ーの鍵

である. しかし C7， C8， Thlの rootにill:符な損傷が

残存した場合には，動力鍵が少ないのが普通である.こ

のような症例では，手凶節の安定性と手指の運動の再建

とのとちらを優先させるか迷うこともしばしばである.

筆者らは手|共闘の安定性を splintか tenodesisで獲得し

てやり，数少ない動)J阪~を手指の機能再建に杭極的に投

入すべきかと考えている.
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4)多111(.'，-ほか:幣 ・災外 25: 1901， 1982 
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分娩麻癖児の肘機能再建

一一 屈曲・国外拘縮 の対策について一一

Reconstructive procedure to the Aexion; supination 

deformity of the eJbow joint of birth palsy 

原 徹也 赤坂嘉久

間 野 仁樹 加藤幹雄

津 1111庄一 犀宜

分鋭:麻痔児の定型的}伎位は前腕凶|付，下垂位のいわゆ

る waiter'stip positionであるが，全型的:痔であったもの

が，のちに一部上位筋に回復をみると muscleimbalance 

によりそれぞれ固有の変形，拘縮をもたらしてくる.

近族ーの分類によると筋力の回復を腕:痔の範囲からみた

村 上 俊 平木誠一良li

秋月純，1'--:1 大出l則子

公 高橋雅足*

tlOnを伴って回復したものは常に上腕二頭筋に収縮が起

り，拘縮発生をいっそう助長する.

今回，われわれは group5， 6すなわち三角筋，上腕

二頭筋，上l腕三頭筋，大)胸筋，これに前腕の一部の筋に

口1isdirectionを伴ってIQI似をみた症例の-，'rHについて，

IH， liIi腕の変形，拘締除去を 11(t'~として

機能再建千体Iを組み合わせ施行した.手

術刀法はまず，ヌa加nc∞011川li，Owi日川n噌19Sの方t法i去J 

に司準Lじじ， 1:1腕腕 .jJ日必以f白lfi!:筋Jjl綻則此!の 15;抗tえ~'lけH，

a.術直後 b. 1年後X線像

jf苅r可l泊却1を』凶泌}訴jl山|ハlしし' これを S叫tc叩pcωut にち奴切(リJり

離しし，次いでj卓{、，isliJf析端を挑"'J結節をま

わるようによ行変換しb以jsliJに引き出し

ておく おil2段階として屈曲灼絡を除去

する LI的として上腕骨!額 L3JνJり術を行

う.第 3段階として前腕にて校骨F回内骨

切り郁?を行う.この rotatlonosteotomy 

の角度は他動的回内肢位をとらせてもさ

らに1"1内 9J'に達するに不足する角度と

する.最後に第 l段階手術としての上腕

二頭筋腿の再縫合を行って手術を終了す

図 1.屈曲拘絡を除去するため上腕骨頼上反張骨切り術を行い，J: 
腕二頭筋走行変換術に境骨四内骨切り術を併用した

分類では，はじめ全型を呈していたのが group5， 6に

属する1"1復を示したものは上腕二頭筋の筋力により IHJ岡

山1，Iiii腕凶外の拘縮変形を生じてくる ことに misdircc-

Key words: birth palsy， reconstructIve surgery， c1bow 

オ J'.Hara (，'(jIJ主)， Y. Akasaka (阪jと)， S. i¥l urakami， S. 
Iliraki， J. Nishino，λ1. Kato， 'J・八kiwki，"-'. Ohtsuki 

郎、，11ぶJt:病院整形外Fト(e150.!-IUT;郎渋谷|メJE比力 2-34-10;
Scction 01' Orthop. Surg.， Tokyo :¥lctropolitan Hiroo 

Hospital， Tokyo); i'¥. Tsuyama (数段)， 1. Yagi， λI 

Takahashi: *京大'下4柱形外科

る(図1).この組み合わせf-1A<iを施行し

たものは 7例である しかし 2例は上腕骨反I}t<竹切り術

を施行していない.子術H、刊三船は 5歳.j{j'II， 6・7・12歳

各1例である.術後観祭JVJr:¥]lil. 7 年~ 51c1:'.oドY-n年で

ある.

症例およひ、成紙についてはぷ lて‘ぷすごとくである

が，1"1内については 7伊11'ド:;WI]は 11(1りを述しはぼ

f'ull pronationが得られた しかしh巨Wlj:3と5はI'f皮杭

廿廿切 り術を施行したにもかかわらず，それぞれ， 30
0

， 

60" 1"1内{立を得たにすぎず， 1"1 外変形に対する矯 II~がな

お不十分で、あった。 このjJ目的lて:.fi骨|甘m'!:M雌術などを
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表 1.阿1)、l外の表ボ

1'1ぬきはN'iliil， !.I.¥快りは術後の ROMを示す，

U~NP~! で角筋. B : 1腕 -.Ufi筋. T : 1 腕 -

JiJ1筋. W E : Htij''i'J:r¥筋である 数1i{1は徒千筋力テ

ストの詳IilliをノJ'す

巻 34 ・ ~J 12 (臨時J杓1'11)1716 

C 
C 竺10。

守、 T 100 1年103

観察WIII¥I
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.B.T.WE 1"11付・外!ト111111111

4 3 

斤
t

叫
桝

3 

例l

5 i~丸ヲi

'U 
4
4
 No. 

1. 

図 2.術前はがし上動作のさい，手背でものを押さえ

ていた.

4 王十3 4 3 2. 7歳， 女

つけ加える必~ーがあったとも思われる I"II)~ IIJ建はわれ

われが第 16同日本手の外科学会で成人のホリオ.CPな

どについてすでに報告したが i巾F

でで、は上腕二頭筋の強力な阿外r作作|ド=川に抗しきれず，再発の

可能性が高いので，必す二卜.腕二~Jî筋胞の走行変換術をつ

け加える必要がある.

反張骨切り術は 15'以下の原曲拘縮の 2{>'llについては

前述しずこごとく ，施行していないが 30'のもの 3例.35' 

I例.10' 1例の計 5例については， いずれも最終診察

時には 10'の屈曲拘縮を残すもの 4仔11. 15'のもの 1例

であった.屈曲拘縮については反張'，1切り術を行っても

骨・の remodelingと相侠って7;1・にI'f発の危険性があり ，

自己矯正術の指導. nighl splinlの長期{即日などにより

防止につとめる必要がある なお，われわれの l1YUは骨

llJ形成のため同定に使JTlしたプ レート抜去が困対「とな

り，やむをえずliij方よりうた11:せるスクリュー先端を切除

した症例がある.

これらの組み合わせ予術を1.iI!i行した結果， 11祢術占耐r1前}狗Hは机1

E動リ効J斤rドにIJ川l川fを{使史つたり， 子 'I'i'で物を判lえるなどのEリ~f'ドが改

押され，机_I'.軍}jfド， 7qtF:，消しゴムの使)11.折り紙，ジ

ャンパー ・スカー!のチャ y グの |げ トーろし， ピアェカ

5 {j' 

* 2壬ド 3月

ド j ， i~ (ÿIJ 3. 5 I iN丁一体dをのIJli:，，'(であゐ

1 {y. 7月

同
川円，

，
A川

1
1
よ

10" 

33" 
- 15-

15" 

30' 
~ 10-

S
E
a
-
a
a一

aa

3 

3 

3 

3 

3 

3 4+ 1 

。

4 2 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3. 5歳，男

4. 6歳， 女

立;

')j 

!J:. 

5. 5歳，

6. 12歳，

7. 5政，

図 3.肘屈曲，前腕阿外のため肘でがu二動作を行っ

ている〈術前)

図 4.術 後

T"tで物をおさえることができる.
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図 5，術 後

liij腕!日|いJ(¥I:により美界的姿位にも満

足が伴られた‘

の損失1I，lj，i'I転 iドのハンドノレ担jIえーなどに伎町!淡いーを得る

ことができるようになった(凶 2~ 4)，ことに患肢は

利き子として山川することは当然、ありえず， flliU)JTとし

てのみ使川されるfよから考えれば， [II[外)jt:(伝よりも [II[[AJ

1¥'，:のほうがより布川ドlーがi:':j¥，、ものと考えられる。また，起

立， 坐位などのとき，術 liíjは'I~~ に Fチーが lì íj プjを I(IJ く，あ

るいはJブjをlilJきL、わゆる「チョ-;tイ」をするような

肢位をとっていたものが，右前後は1'1然の状態に近L、[Ii[内

岐位をとるためコスメティックにも満足を得られている

〔閃 5)，千|立l節背同筋が残{fーしている症例では， 1"1外位

ではその1'1サ11もコi-JfIi性に乏しいが， 1"1内{なをとることに

よりJi'i肘世lの dynamictenodesis効果も何られるが，尖

際には， このような症例は強い misdirection を伴って

川復したケースなので予期した効果は得られなかった.

まとめ

1 )三角筋，上腕二頭筋，三頭筋，手背肘筋に過誤支

配を残して回復し，肘府，曲，前腕凶外拘縮の強い症例 7

例に， 上腕骨穎上部における反張骨切り術および上腕二

頭筋腿の走行変換，続骨凶内骨切り術を行った.

2)回内再建により起立時，坐位時の前腕肢位が満足

され， ADL，ことに机上動作に補助手として有用性が高

まった

3 )反張廿切り術を行ってもJH屈曲拘紛の再発防止の

工夫が必要である.

文献

1) Bunnan， i¥L: j， sonc joint邑urg，38-A: 303， 1956， 

2)原徹也ほか 災宍医学 13:820， 1970 

3) )Jj( 徹也ほか 終形外科 24:1079， 1973 

4) )日〔徹也終・災外 25・197，1982 

5) )[tlllll'lーはか Evi幣外 3: 675， 1968， 

6) Owings， I{， cl al.: ]， Bonc joinl Surg， 53-A: 137， 

197 J. 

7) Zancolli， E.A，: ibid， 49-A: 1275， 1957 
~) Zaoussis， A. L・ ibirl.45-8: 523， 1963 
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肘屈筋形成やI;jの経験

ResullS o[ the Hexorplasly at the elbow 

域アf正司 小 品 1)[):: 内川)'jMI~ 

三日 J~ ゆl 友米 尚 之*

Ij，j関節のJrrllJ1I)Jの喪失は_I:)政機能全体に致命的な障害

を起すため，その Il}建には種々の方法が行われている.

今回われわれは， 1965年以降に当科で行われた症例に

ついて成絞を調査し詳細に検討を加えたので報告する.

症 例

術後 l年以 t経過し成絞が判明した 12症例について

検討を加えた 性別は男性 9(YIJ.女性 3例，左イ1別では

右 8i91J.左 .1(911である.手術H与年齢は最少 6絞，最高 70

歳，平均 26t;，主で， 20歳以下のli年者が 12仔lJ'j'i;仔1]と多

く， 50歳以上の高齢者は 2仔1]と少ない 附;N，iの起因疾

患は外(t;j性腕 ril l経叢麻痔 5 例， 分鋭:帰~痔 3 {J1J.ポリオ 4

例である. 術後経過期間は最短 1年，最長 16;1二，平均

5，8年である

手 術術 式

手術術式の l付 Ij~ は， 1)おtcindlcri.t'および Lco

Mayer2) 変法 9例， 2) Clark ;1、 3 による大1~'!IJîJ)移行体I

2例， 3) )~'!]鎖手L突筋移行術 ( ßunnell 法 1 )) 1 {日lであ

る.隣t長以lili'iの p}建として沼|員l節に対して固定術 7例，

僧帽筋移行術 2例，子供i節に対して凶定術 2fJlJ.手指に

対して腿移行総.J1 例が行われている 今同もっとも多い

Steindler法および変法について主に検討を加えるが，そ

の手術手技は初期の 2{7Ijでは Steindlcri:よーに準じ内側へ

移行しており，その後の症例では LeoMayer法に準じ

できるだけ前方外側へ移行している.また，他の方法は

Steindlcl法が行えない症例に対し行eった

成績および考察

1， Steindler法および LeoMayer変法 (ぷ 1) 

本手術例は 9症例で，起閃fり;忠l主ポリオ 4例(症例 1

~ 4)， 外(お性腕TII経j在麻抑 2fJlj (症伊Ij5， 6)， 分鋭:陥;

j!草 3例 ChE(yI]7~ 9)である 、|λY-j"fIVJ城はやIIM-32"，

Key words: clbow， pa1s)'， f1円orp1ast)

* :¥1. Kido， '1・Kojima，百仁chicla，1¥， Sanki， N. Tomo-

kanc 九lil)、γ幣形外科(l)cpI.o[ Orlhop 仇Irg.，Faculty 

of λlcdicinc， Kyushu C ni、'crsity，Fukuoka) 

J:JlrllI12o
0， lul内 78"，1"1外 54"であり， Segal;)のいう

60~120 0 の usefu l range of motion は 9例中 7例で得

られている.さらに可動威について詳細に検討すると ，

照 rJ11 は 90~1 40 0，平均 126 ' で ， 2 {日jを除き 120'以上の

良好な屈曲が再建されている. 120'以下の 2例は屈筋

力が 3以下と弱L、ため十分に屈曲できないもので， 2{Jlj 

とも術前の移行筋筋)Jが弱く主に尺側T恨屈筋，浅間Jm

筋しか良好な筋)Jを布していなかった症例で、ある.この

ことより ，僚側予根照筋の筋力の}jQ¥..、定例は本法の適応

としてはならないといえる.また木都I式はイrp展命Ij限，1ド川"叶'1 l 

外~I佑伽制(;I附;1訓111限製を起す欠j人点、，I，~

れている われわれの症例でも11仲11小iドi展制|限浪は全例によ認tめら

れ，その担程i己!度は 1日5~60σ 平j丘均王勾J32"であつた 上!腕腕三以

筋1筋力jρJとの|以閃見対j係をみると筋プ力'J4以上のものでは 23"ψ勺 3

以ドのものでは 3幻rと切らかに筋)Jがか，jl、症例のほうが

や11}L1.i11;lm肢が強い11M刊、みられた 仲反防宮は外観上のr:n
!wとなるが， 30'以内であれば問題はなく， 必要があれ

ば lurnbucklc装具などを装着させ 30"以内とすべきで

ある 次に凶外制限をみると，同外 "JifYJ域は 30~80 '

平均 540で，初)切の内側移行例に比し LeoMayel変l;t;

に準じた方法のほうが良好な国外が待られており，とく

に症例 4， 9では 80'とほとんど制限がみられていない.

Mayer & Greenの評価基準により成績を判定すると，

優 6例，良 1i9iJ，不可 2例となる.起因疾患別にみると

ホリオ例は全例優と良好な成績が得られている.不"fの

2例は 2例とも外似性腕骨11経叢麻痔例で，前述したごと

く術前の移行筋筋)Jが弱かったこと， 50歳以上の尚齢者

であったこと ， 1 WI]では移行筋縫合iiHが後療法<1'に断斜

しIlt千術を要したこと，などすべてが成績不良の!泉凶と

なっているであろう ADLをみると，優 ・良 7例'-1'5 

1>'1]ではほとんど'1'i'lIl!なく患肢を使JIIしている.またホ

リオ仰jは r-¥Dしでも良好に使われているのに対し分娩

麻w秒Ijでは 3{JIj'I' 21>'lj (症例 7， 8)で忠肢をあまり1*

川しない傾向があり，女jJ覚障'Jfのイj責任が大きく IY:I与して

いるとJ5えられる.全体的にJ点配〔をたれする凶 fとして
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表 1 成績(1 ) Sleindler法， Lco Mayer変法

手術時 術後 ROM
j，1 例 fFtG主歯】b 原 lAf 屈1111筋力 成 絞 ADL 

fiI'/~ hllllll 問内一 同外

I 16 20-135 80-40 4十 悩 (98) 不自由なし

2 14 20-140 90ー 70 4十 1監 (100) 不自由なし

20 18-140 90-40 4+ 白正 (98) 不自由なし

19 25-130 80-80 4 十題 (98) 不向け!なし

日 70 
) ，川11師側

40-90 50-30 3 イく "J(72) jry: 'd?高度

f8 60-105 30-30 3 イ.;"J (73) 陣L円高度

7 7 

f 'l} QieJ# N 

55-140 90-70 4 .G主 (92) あまり{止わない

8 6 15-125 90-50 3 阪 (98) あまり{克わなレ

9 15 35-135 80-80 4 十世 (96) 不(1UIなし

、ドJt) 32-126 78-54 91. 7 

表 2 成 績 (2)

a. 大胸筋移行体i(Clark t1、)

症例!
王1.. 齢『

(歳〉
!以凶 経過WJ問

10 

11 

12 

35 

腕何I縦波附~!キ

腕骨l'続法麻持

12{ト

7{ド

b. JJ旬鎖乳突筋移行術 (Bunnell法〉

12 28 腕神経叢麻痔全型

は修行f¥Jjの祢iliijの筋);(院側手根屈紛が 4以上あること〉

がもっとも関与するが，さらに知覚障害の有無，肩 ・手

折など隣接部の機能なども関与してくる.これらの点に

注立して行えば本訟は良好な成綜が待られるよい方法で

ある.

2 他の方法についての成績(表 2)

Clark法は 2例で Sleindler11;の適応とならない仰U，

同法の不成功例に対して行っている 平均llJiIl)jj或は1111Jl~

00，屈曲 1250，fi'l外 45 ~ ， ["11付90"で催l{タIJ，良 119IJで

ある. 症例 10は術前の移行筋筋力がiNl、ため 肌IUIがィ、

十分であったが， 症例 11は凶外ljilJI製はあるものの良好

なllJ動域と筋力が得られている.ヌト:(1;;例は 2仔IJしかない

が 2 例とも仲展制限がなく諸家の報告のごとくやl'以~liIJllH.

が起りにくいといえる この手術でも良好な成舶が仰ら

れ，Jぶ背筋移行制ifと同様，Steindler 法が行えない j，E例

に適応となる手術といえる.なお!日号室!ï乳~f\Jj移行制ìj は l

仔IJしかないが，まったく 1']勤可動性がj1j建できていな

い.本法は Bunncllにより良好な成i誌が示されている

3{r 

術 後 可 動 域

イ'1'炭ー屈曲 囲内一 国外

o 110' 

0-140' 

30-90' 

60-900 

まったく可:効性なし

!必車~l

良(87) 

阪 (100)

不可

が， 美守札l の問題，タ~*が不一1.分なことより推奨される

手術ではない.

まとめ

1 )術後 1年以 t経過した JH屈筋形成術 12例につい

て，とくに Steindler法および変法について成績の分析

を行った.

2) 同法 9 例の平均可動j或は 32~ 126 0 であった.

3) 伸展制限は全例にみられ 15~600 ， 平均 32。であ

り， I_II]外可動域は 30~90ヘ平均 54 0 で， Lco ~νI ayer 変

法により|ロl外制限の改善をみた.

4) Mayerの基準で俊 6例， 良 11711， 小 llJ2仔11で，

2例を除き良好な成績を得た.

5) C lark 法 2171]の平均可動域は 0~1 25 0 で，催 lí知，j，

良 1例であった.
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<IV.腫 損傷>

手指!躍鞘造影の臨床応用

Clinical experience in tenography of the hand 

菅野博 111下英明 藤本 聡

irr閃英尚

子の血t'pfi)s影法およびその読影については I3rcwer-

tonl)， Weston21， Semplc3lらの発表があるが，その診断

学的有用性に関しては評lilfiが定ま っていない 近年われ

われも正常子および種々の腿 ・腿'frj病変に刻して凪r'j¥rm
f診をiJい，その診断学的立みを検"、lしてみた

小川先恵本

鍵鞘造影法 原WJとしてX線テレビ透視下で，検査す

べき膝'"Ii内に 60%ウロ グラフィン O.2~ 1. 0 mlを27G

皮内主|を用いて注入した.注入部位は腿革rlの破格を考l台、

して明 らかにj凶作jの存在するi部位をi:1!1んだ X線撮影は

原則として指令I'}l!.l位と屈/.1[1位で，lì ÍJ 後~!IJ而二方向の像を

1!}るようにした

結 果

他'l目市.;;

籾，叩J日川i日::1'性4全主融刷胤腿tr一，叩市刊附「行jの輸状部と |卜.'rドれ:i沼郁が切則jら治か為に

I口品I識品M別|リl され，五~影条例がよければ chiasma

がえitt;される 側面像でiH行}nii)Jj)見!と巨匠

指}:Ii)IIi胞がJWill¥される や 1')良fすでは削I~

kt，'Jlの.rilは調11くほとんとーめだたない. ま

た，1stdorsal compartmcntでは fibro-

osseous tunnclがスムースに淡<Jl'lil甘さ

れ，その'N択と末tf'i1J!Uに jtitU庁1)の pool

がみられる

RA 性屈筋~ ・ 腿鞘炎

Brewerton4 l， 牧町う ~))らは RAVUniiiii 

j附 ・)此靴炎のえit!mf凡として健作'1m;の司、

盤， cyst， リンパ竹像を報侍 している.

a. !l，'iIの不整 b. Gyst c. リンパ管 d. プロック e. ブロック像
l刈1のごとく ，われわれの症例でもこれ

らの所見のすけ!t~を検』ばした . その結11: ，
1保魚 f像象 (J腿投附E尚凶車払紅IJ川}

Iにこよる〉 少~n

図 1.

立サ 象

JF.1f¥・手 5fと)<1 Iこ示す服t. jlillm の~，'~';'f 例 73 例 86 1' 1

である

Key words: tenography， f1exor tClldOIl shcath， J st COITI-
partment 

ネ H.Sugano， J-J. Yamashila， S. FujimOlO， H. Oshibuchi， R. 

Ogawa (助教授〉・ l対州保科大学整形外科(Dcpt.of' Orthop 
Surg.， Kansai l¥ledicalじ111vcrslty，九loriguchi)

3~ (Jlj43 mのうちなん らかの )I~泊所凡を

ぷめ i~}たものは 32 WiJ :~9 J行 (95%)であ

り cyslを 32J行 (78%)， 不整像を 34

m (83%) に， I拠凶の車品が'J品t

に， リンパ管像を 13指 (32%)に認めた 丘、J日Ii筋腿 -

llill間を造影した 19子における指の ulnardc、llatIon と

艇の尺側移動 とのあいだには相関性を認め， x*必像にて

15"以上の ulnardeviationを伴う 9手と 150

以下の 10

手とを比絞すると両者のあいだには腿の移動度にゆlらか

な有立の差が認められた(図 2). 

~~ ì可愛指 16 例 17 指の内容は ， N指 8 指， その他 9t行で
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canalの完全な開通すなわち切らかな正

'iÎ~ 像を4、したものは 3 (111にすぎず，9伊'IJ

に)即納w;，の閉塞による像の欠損， 2 [1IJに

11';'の狭窄像を認めた. 子科Iを行った 5例

のうち Muckar(6)の分知で ccmmon

shcath type が 2似J， fibrous septum 

clividing sheath typcが.，例であるが，

)ú~~J升凡ではïìíj 芦が1~1);t:;(象 l 例， 1火7戸{象

1 fJlJであり，後円がI~I);\'像 2 f列，1:)(ホ(象

1 (lIJであった

軟調l腔Wj3例に九Iし， l腿革'rlとの凶辿1'1:

a. UJnar deviation (+) 

腿桁の移動(+)

b. Ulnar deviation (ー〕

l凶作iの移動(ー)

をみるために)凶作'm~診を 1j ったが j色影

所凡に異常をl認めず，手術所見とゴ士し

ていた

外傷，腿損傷例は，腿損傷 3例，術後

の灼縮 2{7IJである tE[1IJ 1ではむ影像で

j別行):1:筋胞の断端の位置が確泌され，

図 2.Ulnar clevialionと1凶:，forjの移動

表 1.女、I 事:

RA 34j拘l 43f牛

単純性腿m;長 2 

弾 1授指 16 17 

狭窄i'U地，m炎 13 14 

腫 f幼 4 4 

外傷その他 5 6 

73fy1J 86f'r. 

リ): lR例/;(: 55例

1I'.I!f;， 、ド均 44歳(1 ~78 成〉

表 2.RA性l陀''(fl炎と知媛指との比'1攻

RA tngge， 

不 E主 83% 35%* 

Cyst (Pocket) 78% 24% 

リンパ信?品IB 32% ら%

B10ck f象 10% 41% 

以上の 3むし、ずれか 9る% 47% 

ヰ 3~ . r9í比の !ll~見〉名

ある RAとI，;Jじく不整像， CySIまたは POCkCI形成，

リンハ竹像をwi.祭した結栄は， R八 に比しいす.れもその

発現頻肢は低い.ただし艇中1'1腕の相対的な狭窄によるjli

影剤lの允彬欠mがf']:指には 8J行'1'5 Ji1，他のJ行では 9J行

中 2j行にtLEめ られた.

cle Quervain hi.iは 13例 14rであるが， 日broosscous

tcndon advancementを術前に計画することができた.

抗例 2は弾援母桁手術後の IP関節拘鮒例であったが，

造影の結果，艇のが，節や手術部の級品ミ形成を疑わしめる

像は認められず，手術により母桁 IP閃節の checkrein 

様梢むの短紛が，その原閃であることが確認された.症

WIJ 3は外傷後の lumbricalplus拘紛の例であったが，

J: l:筋腿鞘腔が造影されず，手術により淡 ・ 深指屈筋血~の

綜着と，虫様筋とJ:1i筋艇との癒着が認められた.

考 察

手指の):1¥筋出t'ItrIの造影に関しては ¥¥'cston (1969)， 

Scmplc (1970)らが正常像を， Richards (1980)が外傷

の，また Brewerton(1969) が RA手の造影像につい

て縦行し， 本邦でも牧野ら (1981)8)が RA，外傷例の

造影像について報告している.

lミA 性腿粕炎に関しては cystまたは pocket形成や

リンパ1守の描出が比較的特徴的な所比とされている.わ

れわれの経験でも;;'<2に示すごとく，そのおilJtは他のJド

炎J，'I性疾患に比し確かに向い. しかし際協桁でも約 50

%になんらかの所凡が認められるので，RA 1'1二車t'HI炎の

~' V:)'è的な診断法とはいえない. むしろ 13rewerton のい

うように鍵革flの ruptureや巨大な synovialherniation， 

または腿の巨大紡節の診断に有用とJ5えられる.折の尺

!J!IJ !I!~ (立と艇のj亡側砂!fy)とのあいだには相以jがあると忠、わ

れるが，腿の移民}jが指の尺側偏位の)ji(j}-:Jであるか，結果

であるかは，さらに多数の症例につレての経11年的な訓:伐

を妥するものと与えられる.

~ìíJ剣行では州j袋現象の明らかなtË{71]では診断的fIlli他は



~d _L ~ rr I I I II 

折):r!筋健損傷を合併した手関節部複介組織tJ1fμ 1723 

日 くはないが， J粧が lock されて仰段現象が存在しない

例には有用な診断法となろう .

de Quervain j，!iでは， Engel (1981)9)は通過障害像を

手術適応、の指針となしうると述べているが，l¥1uckartの

分類にも示されているように 1stdOJ'sal compartment 

の内特には破絡が多いので，常に適確な情報を提供する

とはいえない.

外f1;j例では脱!の附i斜の(¥/i(，'が腿と血Hrfとの稔:れによる

)腿，y;rj肢の閉塞の確認にはイ}用であることもある.jLli・小

指 Acxorfree gJ'aft )附捻liJ，y例では， J3;Hfiはかなり '-I'fT(

まで造影され，一方小J行の造影像は比較的短かかったが，

l陸別離術により両指に同様の総主?を認めた症例lもあり ，

rncsotcnon様の癒ポーがある場介それは抽出されがたい

といえる

結 圭五
旬同

fの肱n・肱Hfl州災、に対する血mfj;jt13の経験に考察をJ)II

えて報告した RA j'f_)虻'lIfj炎や deQucrva川 病，堅手縫

J同i の疾患の診断には視触診以上に診断fド~Ílllífl(( の~~ \，、も

のとはいえないが， RA n，虻 ・舵将'jj丙変の州態やl院の断

}i;ftiの{以内などに1*1してN触"舎のみでは仰られないt，';報を

促供する "f能性がある また， RA手の ulnardc、liation
に対するJm~ì炎の関与を女I I るうえで一つの研究手段とな

りうるのではないかと考える
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指屈筋!腿損傷を合併した手関節部複合組織損傷

Multiple tissuc injuries with rupture of f1exor tendons abovc thc wrist 

抑止j)下手口 栴 JJEi部 fj是 M 什 1111lli 上 jドー 師

中 村修 二

豊げI}. 降

小 谷 博 信 海永泰リJ

1 JI' J京公一郎 111 1'1-' 1;1;' 

予|長j節 ・前腕部 (VcJ'danの zoneVI • Vll)における

折)Ili筋腿損傷を合併した複介組織損傷は，屈筋腿のみで

なく ，村経，血管， f'l'筋l凶 rlIJの損傷の有無が治療成総

に影科を及ぼし，とくに完全切断Jl五i'f接着にみられるよ

うに満起な治療成績をあげることが附難である 同部で

の日i筋腿損傷は合併した組織損似5]11に治療方法を考える

必要があり ，"1験例を 3型に分類し，今lulは各型ごとの

!吊筋!腿損iお修復成航の TAMについての検討を行った

Key words: multiple tissue i，リury，IIcxur tendon， wriSl 

* K. Sakai， S. Hattori (名誉教授)， S. Kawai (助教授)，
K. Doi (講(:，!i)， S. Nakamura， H. Kotani， Y. Kainaga， 

T. Toyomi， K. Ihara， H. Tanaka: 1111'大学整形外科

(Dcpt. of OJ'thop. Surg.， Yamaguchi L!nivers:ty School 

of Medicine， Ube). 

対 象

1979 of.より 1982年までの 4イI.IHIに， ~Î'脊らが経験し

た zoncvr・刊 の多数指)ιi筋腿m(t)iを伴う復11組織損{お

は 28例である 男22例， ~ぐ 6 例と 3jが多く，年齢は

19歳から 74i，茂で平均 45.3放であり 20歳代， 30歳代

と50歳代以降が多い. f:IJ(t)j 5]11では鋭利J1l似が 22例と多

く，挫減損傷は 6例である 新鮮例が 26WII と k'l~を占

め，Ii*旧f111は 2例である.術後経過j哲JlI¥H土，6ヵ月から

52ヵ月 (平均 29.5ヵ)J)である.

方 法

多数桁):l!筋量n損(tJjを (lうが f中自力腿鼠似のない "?fJllJ型

と，多数J行問筋腿損ftJjとともに伸筋)腿釘品Jiを作 う"主，''ffJ!IJ

7刊， およひ、必ず血iJ 11mを必裂とする完全切断(II}接

li) J¥jjに大別し，検川した
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正中神経 正中・尺骨

鍋傷 神経鍋傷 神経回復評価 :Highet法

o 50 5， 5， 5，・53s.0M。M，MaM3Ma M5 

a. 損傷者11経5}IJ)皮綴 b.修復神経回復別成績

15例 O鋭利{負傷 〔新鮮例〕

ムWi域J員i易(新鮮例〕
企 w滅J員ilH[味11lf71j)
考術後 1"1:未満

図 I

表 1 乍 '1''(1J!1] J¥I! 

TAi¥1 "1齢 J負傷神経1"1復修復粧品1似動脈 ;次IJJtl;
神経

杉Ill(同l MN 55' 73 
UN  

目!紡申tのλS" M， 

峰村 (;>J 132' MN  
58 U ';11 筋凪n

fiJ'筋血nS" M， 

U八本 拠法|胤L術
〔りI!筋取n

U八

~IU!，，(州 町 72 問 、， i¥I，1:t!nJj腿の九 帆 UAE訪問
RN 

結果と考察

1 掌側型

28171]のうち 19WIjが本 !\~Hニ分刻され ， もっとも多く，

このうち追跡調伐のできた 15例について検川した 見

13 f:向1]， !;.' 2 WIJとVJtJ;多く iド耐ftは 19iN.から 74成て斗L

JL) 39. ~ 成であり ， 20 iiJt1¥:， 30 i;Jtfにと60i，&:f¥:以降に多

い 直Ij{おJJIJでは鋭利損傷 12例， t半減却i似 :l例と鋭利損

傷が多く ，新鮮伊IJ13例， 1煉旧炉IJ2 WIJと新鮮例がほとん

どである

TAMの["11Mは3_tI!J.のうちではもっとも良好で )1え

向 270'，kl:低 40'で平均 173'である しかし従米#1

告されているごとく ，高齢者や按減損Ivjおよび陳|円例は

成績が劣る傾向がみられる

損傷事11経別に TAM の回復を，UI，)べてみると.11'，'1'神

経lì".ð1~m傷例と正中 ・ 尺'\'J 神経[， iJ ILÏ損傷例に大;J':zがみら

i 修復せ-r

上

1983 f['. 11 )J 

れない(閃 1a) しかし， 子の機能総

介評価のうえでは明らかに後 liのほうが

劣っていた.修復神経同彼5]IJ(正中 ・尺

，¥，j神経同IL'f損傷例では[nl似のよいほうを

選んだ〕比較では，運動 ・女11覚神経の回

復とも TAMf!'I{反とほぼ比例しており，

j心者の年齢，受{お状態，阪自1"の妓術など

神経回復に適す条1'1がそろえば， TAM 

同復もよいといえるが intrinsicml1scle 

の凶復も TAMI(，J_(二に凶与しているた

め，腿のみでなく神経修復にも最大|恨の

努力がはらわれるべきである ([;;<11b). 

損傷銀j脈7JIJTAM 回復では Y~' I 'j ・ ・

尺'丹両側動脈損傷，両似IJ放置例が切らか

に劣っているが，両側損傷ー側l'Hll例，

-- ~lIIm似--M1ik位例およびー側似似ー側

Iljill例と動脈損傷のない砂I[は人fがな

い. すな jっち，TAMの["llUには， 1;'~ 

'，'1"-尺'i'l'iTu動脈のうち--.-1>:でも循環が保

たれれば卜分といえ， f，ld側動脈損傷例て、

は，述やかに最低一本のIIHtが必要であ

る(凶 2a). 

以後に FDS縫合の川)組についてゴ及

する 活者らの正(JIJでは， FDP lìi ð1~修

復伊IJと FDP・FDS['iJII.'j修復例の TAM

に，_lを認めない(凶 2b) これは， 単

純に考えれば， FDSを修復する必要は

ないともいえるが，本ml努の予後を考l芯

すれば FDSも二次TIJ:ill術のために一次

修il.Lしたほうがよし¥

2.掌背側型

28 (11]のうち，3 f11jが本型に分刻され，もっともまれで，

すべて鋭利引似，A列車、{伊lであるにもかかわらず TAM

γJ!J TJ'ともっとも成総不良である(必 1) これは大

2j':tJ;l: :，指令缶のためもあるが，以'J[析型と災なり'，']・似がない

ため'I'J短縮をせず， }:l;筋l並ij，やIIIiI!腕!の阿川修復が|付難で

あるからである. 藤村伊Ijのごとく，もし一次的にHJ時修

復ができれば，ある程度の成がれま期ねできると思われる

が，術後のいI:<LH立位がむずかしく，T'}断裂をきたす l可能

性があるため， リハビリテ ーションプログラムは一考を

~す 他 2例のごとく ，同時修復ができず，一次的に屈

筋量~のみ修復し，二次的にイ'1 1筋血tl1jillをもくろんでも t古

抗筋であるや1 1筋車tが効かないため J:I:~J!血tの TAM 改善

が不卜分で子術の時期が遅れ， myoslatlc contractl1reの
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60 
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日
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4‘ 

T"M 

。 。 。。ゴ

企

120 

企 |

五寸

掴薗なL一個掴由一個掴圃両個揖由両圃掴11 FDPのみ FDP+FD5 
再置 量置 ー圃再量 両個量置

a. 損傷動脈別成績 b. FD5縫合別成績

15伊10鋭利損傷(新鮮仔1))

ム w減損傷(新鮮(91))

企 Wi域損傷 (1涼111伊1))

図 2.

ため川，;々 縫合が附史(fとなる.さらに， í1 TfHIj，'(f!)派の mf~)j に

よる浮脈も|見!ilN拘給をひき起し， )Jl(h'tを悪化している

これらに，いかにうまく対処していくかが成h'il:'11につ

ながると思われる

3.完全切断型

28例のうち 6例が本別に分知され，TAM 1'1[彼は小

良であるが)N:fiUこかなりばらつきが司、められる(ぷ 2). 

本別は，観点をかえると"tMJ札 さらには"ti1YfJll!J¥jJに

'1'1-・1(ll1t損傷が加わったものであるが，本Y刊の成品17g化

の!日(1尽は， 1) J:I!Mjl挺とや11筋腿の同IL1j修復と後療法の川

地， 2) I'(fl WR!主流不全のための術後j引ι関節抑制討の川

辺，が主たるものであり，このほかに損傷組織が多いた

め舵 ・神経縫合に時間がかけられない，筋肉の阻r(!l性決

死を起しやすい，抗凝固療法による H¥血 ・癒清が加わ

る，二次再建がむずかしいなどが考えられるが，他 2型

を考慮すれば，これらは副次的なものである したがっ

て，完全切断仰の TAM向 |を日指すためには， 常117

表 2.完全切断型

TAM {ド船 担11統川復
修復肝l筋 損傷邪
腿

I!J{'IJII 例l 145
U 

58 町， M.1 FDP l 鋭 利

新)1例 65リ 37 日2+，M1 FDP 鋭利

liij川例 105ψ 43 5-"ル12
FDP w減FDS 

Ulf例 9T I 28 53， M1 

川例*I 35
0 

53 52， M1 

FDP w減FDS 

FDP ji!そ減

WI原例* 44
0 

57 52，恥11
FDP 

鋭利FD5 

4 受傷後 1年以内

側型と同様の問題を考慮すべきである なお，木型でも

FDP 単独修復例と FDP • FD5同時修復例に TAM

の差がなく，最近，筆者らは腿移行も合めて可及的に一

次再建を行っている

まとめ

J:I ! Mjl舵J:r\似を合併した千|見j節部複介組織指~f勾を 3 )刊に

大別し TAM に関して検討した 。 "?ßlIJ!~!は，概して)}，(;

tt[良好であ ったが学1YM~. ， 完全切断f~lの )i支払4Iは不良

であった この 2型の成fムィ、良には，同じ以内が関与し

ているものとjUわれる すなわち， FDSの修復，動脈

11勿合数の川組よりは， イ111Ii力量tの I::j!組， 1'(fljVRh1lfJCの川組

が， とくに切伴ryi)J主再政治の TAM 1:') 1に対して考l邑さ

れるべきと思われる
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指屈筋)躍の!腿新!j内における一次修復成績の検討

A follow-up study of primary rcpair of flcxor tendons in the digital sheath 

斎 J除 Ji:.o
-，If i Itギ;街

全作文則

鈴 木 Wi大

IYJ 利明j

川島 述也

柴 LLl 尖

1. M. Shakya 

勝 見 政 党 *

会在者らはJ行JiI!JljJ血nの腿靴l付断裂に対して，感染や強い 3週間間定のいずれかである.

挫滅，組織欠損があるような症例を除いて，端々縫合術 今回，これら端々縫合術の成績を調査し，成績に影響

を行うことをノレチーンにしている.腿縫合法はナイロン を及ぼすと思われる諸要因を分析 し， 合わせて第 20回

やタイクロンなどの合成糸による horizontal mattress n本手の外科学会で発表した遊離脱移他術の成績4) と比

sutureまたは doublehorizontal mattrcss sutureに桜 較検討した

令部辺縁に補助縫合を加える刀法である 1，2) 後療法は 対象症例

1仰lを除いて Kleinεrl11、による早期運動療法3)または 1976年から 1981年までの 6年間に新潟大学附属病院

S7 cases 
64 digits 

χonc 1 

12 cascs 

12 c1igils 

zonc Jl 

38 cases 

41 digits 

zone m 
11 cascs 

11 digits 

および新潟中央病院でとり扱った示から

表 1. 幼児，小川，成人目Ijにみた成績評仙i 小指 zone1・11，付mzonc皿における

mcthod 01 
c¥'aluatioll 

catcgory 

infanl 

child 

adull 

LOtal 

inlant 

child 

adull 

total 

infant 

child 

aclult 

LOtal 

Iloy刊 -¥¥'hilc Klcincrt 

EGFP I EGFP  

1 1 2 

4 2 2 1 4 1 3 1 

6 3 2 1 7 1 3 1 

3 3 1 5 2 

2 I 2 

6 10 4 12 9 4 7 12 

11 13 5 12 1 16 6 7 12 

8 

8 

;'~(J 々縫介例 63 例のうち， f(1妓検討しえた

57 WI)である I}~ ， U(は ， 9139似J. !J. 18 

例，Fやt-i昨年齢は 11ヵ月から 731，此平

均 27.4ぷで，損傷J行総数は 64j行(右 26

J行，L，: 38 j行)で， zone 1 12指， zone 11 

41折， zone m 11指とな っている. 経過

観察JPJI日jは最短 4 ヵ刀(腿移~([への移千l

例)， 蚊長 7年 1ヵ月， 平均 3{I三9ヵ)J 

である

成績評価

示から小指の評価には，1'1'展制限に厳

しい soyes-White(以下 s-¥V)の評価

基準6) と屈曲制限に厳しい Klcinert の

評価基準6)の 2法を，母指の評価には，

前者のみを用いた.アメリカ手の外科学

会の評iilIi基準7) は，術前の民J ilí'ij:l~縮の程

度を加味した評価法であるが，新鮮例で

はたとえ拘縮の原内となるであろう甘 ・

関節損傷があ っても腿も一次的に同時に

修復するため，拘紛i度を評価に加味できない欠点があり，
Key words: primary rcpair， lIexor， digital shcath 

今川の成品't.P~{l lI í にはJFl~、なかった

結 果，. H. Sailo C位向!i)，¥'. Suzuki， 九1.Shibal<l， '1'. Yoshizu (μ昨

f:，li)，丁目cki(υ昨(~Ii ) ， 1.:11. Shakya，ド Kλnaya，'J'. Tajima 

(教授) 新潟大.'t'!i'<If5外科(Dcpt.of Orlhop. Surg.， Niigala 
じniversity，School of :¥ledicine. :'¥iigata): M. KalsumI 

(1.¥11院j主):新潟'1'央1丙院牧M外科

1.年齢別評価 (ぷ 1) 

3 I~Aと消lを infant (幼児)，4~14 政を child (小児)，

15 )，N，以上を aclult(成人〉とした. j，i~例数の少ない zonc
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J行服筋艇の!従'"fi1人lにおける一次修復成績

表 2. Zone nにおける屈筋舵修復術の成績評価

a. iJf.iliij状態別

mcthod 01 
('valuation 

Boycs-WhilC 】<'Ieir】ert

prcop， 

condition E G FP  E G F P 

good 

1727 

C. 治療法7JIJ

38 cascs 

41 digits 

e
 

t
 -

-UV
 

I
 

s
 

e
 

vd o
 

-- Klcincrl 

EGFP  E G FP  

JOlI1t 

6 8 4 3 10 4 4 3 immobilization 5 4 2 3 7 2 3 2 

2 2 Kleincr，t's，. 6 9 3 9 9 4 4 7 
1 2 ヨ

m山t10n

2 2 
Duran's 

3 3 
mobilization 

2 5 5 3 2 3 4 

Clcatnx 

ncuro-vascular 

muJtipJe 

b. 浅指原筋胞の処:R~方法思Jj (恕条件例は除く〉

13oyes-Whitc KJeinert 

22 digits E G F P E G F P 

rcpall' 6 4 1 1 9 2 2 1 

negJect 1 2 1 2 2 

eXClSlon 2 2 2 2 

11[を除いて ，zonc T， 11で 3訴を比較すると ，小沢伊1):1

折はすべて両日判IlIiとも excellentで，幼児仔1)9J行'1'，'，IJ 

H労災が妖われた 1(71)を除く 8析が 13-¥¥人川IIIiでは吋'knl

または good と }Jli: *J'(f主 ~I 怖によい これに対し， }Jl(人(71)

は 41J行cl'22 m 53. 7%が B-¥¥'，(1 lilliで何ccllcnl また

は good と好対照、をぷす

2. Zone別評価 (炎 1) 

幼 ・小児例では zone1. m の jil~{71)数が少なくよ['肢が

できない.成人例では zone1で B-¥¥'評

{i[fi excelJent および good が 66.7%，

poorが 11.1% であるのに対し zonen 
で excellentおよび goodが 50%. poor 

が 37，5%と明 らかに zonenの成絞がわ

るい ZoneIllでは 10指中 8桁が exccl-

lcnlと三つの ZQI1Cのrl'では成紛がー需

BOYES-WHITE"S 

EVALUATION 

よし、

以下 3~7 は zonc 11について消2!.'1刈

と}!i.似の関係を倹，!.tした

3，術前状態別の比較 (表 2a) 

体iliij状態の分fSiは!虻移1j((に斤)，、 られた

Boycs の分芳子)を参考にした 新鮮例で

。IJが日ngcrc reasc を~Éまたは斜めに航

切り，級品ミ拘紛が í'~!I) されるよ うな例も

KlEINERT'S 

EVALUAT10N 

Clcatnxに分類した

状態 good群でも必ずしも成績がよくなく ， とくに

成人例に|製ってみると excelllentおよび good が 6例

中 2仔1)と成紋はわるく ，成績が術前状態以外の要因に大

きく左右されることが推測される 一方，多数指損傷群

mulliplcであっても，神経血管束の損傷のない例の成

総はわるくないが，この狽11Jjが加わり rcvascularization

を裂したJoi'WIJの}Jli:ie1'ifまわるくなっている

4. 腿縫合の時期別の比較

1111縫イ干の11与WJを受傷後 2411年!日l以内 1・3・6週以

内. 6.iWl以降の 5群に分けて成総を比較した〔凶 1) 

:1fμ、I/JlI縫介。1]19例'1'7秒IJが poorと}Jli:h'[がわるいよ

うに!ぷわれるが，この併には広範なUfJJiJ(nりがあったり，

'，'1・|民INiJl1fμがあ ってと竹 11かなり復維な手術が必要な悪

条例。1)がかなり合まれるためと与えられる 'j;::Ji. pOOI 

の 7{'ll)ftすべて悪条件例である これらを除いて条i'1の

よい(71)でみると，日j}f::I縫合(71)の成績はよい 一方，受傷

41 digits 01 38 cases ~unlavαable cond 
good condilion 

|~I~I _ _J: _bし
l~~~I ~ m rn I ~ J 

131 
EGFP  EGFP  EGFP  EGFP  EGFP  

図 1，)院修復の'L'iJVIJJIJにみた zoncJI における屈筋舵修復術の成績

;、f-illli
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後 3週以降 6週以内に縫介を行った例で

は， s-W ~rlilli て、 5 例中 4 例が exce ll cnl

または goodとj求総はよく ，一般に巧え

ら;/Lている delayed repair のjえれ'(f:t.

pnmary repa ll' に劣るとし、うことと )I.~

なる

5. 浅指屈筋腿の処理方法別の比較

(}-<.2b) 

χonc 11 

41 digils 

scnior slafl 

JUnlOl'・slafl

residenl 

E 

8 

3 

表 3.

a.術後別成績評itlu

13oycs-¥¥'hilC Kleincrt 

G F P E G P 

10 4 1 13 4 5 1 

6 3 6 

3 5 2 2 5 

b.他報告者の成績との比較
政iLt群，切除:r.干の数が少なく正確な比

較はできないが，YJ除群に excellentの

症例が 1例もない.修復mーでは Kleincrt

詳細liで 14例中 11例 79%が excellenlま

たは good ですぐれた成績が得られて

いる.

rcporlol No. of digits excellent & good grading system 

Klein出 1
1977 

78 digils 75% Kleinert's 

modification of 

6.後療法別比較 (表 2c) Earley Kleinert's 
66 digils 55.5% nail-palm distance 1982 

instead of pulp-
palm dislance 

Niigala 
41 digils 53.7% 

3週間ギフス同定群と Kleinert の半

期運動療法砕との成績の比較を試みた

が，前者はほとんどの症例が幼 ・小此f71]

であり ，一方，後者はすべて成人例であ

り，年齢別にみて成tiiに差があるこれら

ご.つの母集問の比較はあまり，むl床がなか

った. しかし早期運動計では，悪条刊の

)J¥i:人例でも cxcellent，good の)}.tt!'U);

f~} られていることから， ζ の )j訟の不IV，i、

はあるものと考えられる

1983 senior slafls 
Kleinerl'S 

73.9% 23 digils 

c. Zonc 11における 次修復と遊離脱移航の成絞と比較

7.術者別比較 (表 3a) 

Scnior staff， junior slaff， residentの

3群に術者を別けて成絞を比較した.

Klcinert 評価jjでみると senlor は 23{JI] 

小17例 73.9%が excellentまたは good

であるのに対し JUl1lorは 9例中 3例

ヵ; cxcellent， 6仔Ijヵ;poor， resident は

9例中 2例が good，他は fairない し

poorとはっきりと差が lHていた

8. 合 併 症

'" 】号 ，Niigala 
包.. 1983 
L噌

てコ

ら】ー Niigala 

0与b64 o 1977 

℃ 戸。ロ向
Whilc ーω 

1956 

adull 

ovcrall 

adull 

overall 

cxccllcnl & good 

good unfavoragle 
grading systcm 

condilion condition 

53.8% 47.4% 

66.7% I 50% soycs vVhilc's 

58.5% 

50% 23.1% 

75% 25.7% soyes-、γhile's
40.4% 

51;旨 soycs-¥Vhi te's 

l此の再断裂が 3指 (4.7%)と術後感染

が 2j行(3.1%)であった

"" ω ιH J 

Pulvcrtaft 
50% soycs' 

9.他報告者の成績との比較 (表 3b) 

市れらの自'dylj全体の 53.7%が Klcincl'l，i'I守山iの excd-

lcnlまたは goodで， Earlcy9)の骨tTIとほぼ同程度である

が， SCI110r s t a汀 の j，i~ {Jljだけに|渋ると， 73.9%が cxccllcnl

または good と Klicncl'lの)N:h'iに近い.

10.遊離腿移植術との成績の比較

[-'<13 cはヌonc11 における端々経{~{?Ij の)!li:h'tと 1 977 {I'. 

1948 

に発ぶしたi佐雌出t移lii'i術の成tfiおよび他の報告者一九 10)の

血t砂li(i~加の )JJi: h'iを比較したものである 砂f1((f，干には

cxcellcnlは l例もなく，悪条例のものでは goodがわ

ずか 23.1% であるのに対し縫合併では怒条f!例でも

47.4%が cxcellenlまたは goodで切らかにすくれた)N，

N(がnJられている.
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指屈筋腿切断に対する primarydirect sutureの検討

Analysis of primary direct suture method for the ruptured digital flexor tnedons 

浅 井 正大

鈴 木

症例，縫合法，評価法

佐藤真司

康池 田

1978年以降， 現在にいたる， 当科で行った指厄!筋腿

Yl断に対する primarydirect sutureは 36tE例 47指で

ある.男 23t日J.女 13例，右 25指，左 22指で，母指 7

:t:1，示指 10指， '-1-':1行 10指， 環指 8指， 小指 12指であ

る. 術後 follow...up期間は 5年 2ヵ月より 7週 2日で，

平均約 10ヵ刀である.

腿の縫合は sunncllの原JlIJにのっとり 1)，4-0または

5-0の Nylonあるいは Ti...Cronを用い Kessler変法

か intratendinoussuture法のいずれかで行った. ま

た，fA¥i後の機能訓練は carly cxercise により行った2)

術後成fiiは似指以外は White法で，I;}:J旨については

White 11;にiWじた基ijljをつくりこれらにより許制liした.

また，制Ii初診察，手術，術後訓練， O'H1Uiはすべて同一人

が行ったものである.

受傷原因と成績

受傷J);(閃は，');"ラス，刃物が多く ，また，これ らによ

る症例は carlysulure例， delayed suture例ともに成績

がよい.しかし，同じ刃物でも鎌のように動きが単純で

なく!泊1~ 、力が1'1 川する場合には問問組織への伝裂も大

Key words: ruplured digilal flexor， early and delayed 

pJilllary sulure 

本 恥I. Asai Ci時師)， S. Satoh， T. Yozawa， C.J. Yang， Y. 

Suzuki， K. 1 kecla C.滞師)， Y. Akahoshi (教皮〕 岐1;'大学

~柱形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， Universily of Cifu， 
School of tdedicine， Cifu). 

世沢 崇主任 桜 ι11仁

清赤 }.:r¥.義彦*

きく成績も劣る . 一方， レーノレの ~(Jにはさまれたような症

例でも腿およびj司凶組織の状態のよい場合にはexcellent

となる症例もある Clean cutで，腫脹など状態のわる

い症例jでは，条件の3をうまで時間をおいて deIayedsture 

を行うのも一つの方法であろう .

Zoneと成績

Kleinertの zone 別では， 表 1に示すごとくで， い

わゆる delayedsutureをここでは一応48時I/_H以降に縫

合したものとするとめ， zone nでは earlysuture症例で

よい成績がfせられやすいのに対して， delayed s叫utωur陀et必dど; 

例ではよいものも多Lい、がわるいものも多く成b

きがみられる DeIa町ye吋d s印utu山r官e i.にこ当fたこつてはj泊也応を色帆'ミL 

重に選ふ、なり，さらに atraumatictechnique に心がけ

ることが肝要である.一方， zoneしzone皿では delaycd

sutureでもよい成績が得られる.また zoneVl がこの

シリーズでは F位!にbとして成ゐ切Lわるいのは，介併した

正中 ・尺骨神経損傷がまだ回復していない 1症例で示 ・

小指に intrinsicminusがあり十分に仲以できないため

で，今後，麻wの改善とともにj成績も|句|二すると考えら

れる.

年齢と成績

年齢的には 10政代，20歳代によい成績が得 られやす

く，40 歳代以降になると不良となる(表 2)

幼児および 10 歳代で、は術後 1 年 くら いは成紙がィ、.L~

でも 3~4 年のあいだには次第に改必してゆき excel l cnt

へと移行してゆく j，i~例があり， たとえ幼児て、 delayed
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表 3. 経過H、'fl:¥]と成績

excc. 
lient good 

within 24 hrs 9 1 

after 24 within 
48 hrs 

15 

っi
u

A
守

Q
0
4

《

b

つd

1
i

poor fair 

表 1.Zoneと成績
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i命 47
fingcrs 

(Kleinert) E=early prirnary suture 

D=delaycd prirnary suture 

5 2 2 

47 fingers 10 4 8 25 

cxcellent good 

1~ 4 yrs 3 

5~ 9 1 

1O~ 19 12 

20~29 7 

30~39 2 

40~49 

50~59 

60~69 

表 2.年齢と成績

表 4. Zonc 11の delayedsutu間 航例pOOI fair 

injured 
cause 

glass 

knife 

rail edge 

tin plate 

chisel 

knife 

age 

3 yrs 

11 yrs 

18 yrs 

23 yrs 

27 yrs 

14 yrs 

passage llmc 

2 wks 

4 dys 

2 wks :~ dys 

8 wks 4dys 

9 wks 6dys 
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であっても. free gra仇 とは違ってfii倒的に縫介すべき

であると考えられる.

経過時間と成績

さて，受傷より手術までの経過叫II¥Jと}J)i:fl'1とのl対係は

表3に示すごとくであるが. delaycd sutllre :[JE例のあ

いだでは経過時!日!の違いによって，成績にそれほどの差

は認められないが， 強いていえば. 4811.'ill\j より 2~の

あいだに縫合したものよりも cclllllar scarの成立:!¥した

のちの 2週以降のほうがみ:定してよ L、)JX:h'l7が得られる似

向がみられるり

また. early j，I例と dclaycdj，I (11)のあいだでは. carly 

症例'1'の pOOI例の 4J行は前:i&のようにや1I粍損傷{iOfの

1佐例によるもので. !fil免麻J!)iが1'11似し成績が改持され

ると似定すると. early slltllrcのほうが delyacdSllturC 

よりもよい成泌が得られやすいということができる.

さらに.zone n delayed slItllre tE伊1)の excellentお

よび poor症例のみをぷ 4に pick lIP してみると，

excellen t ji'l~例は 1O~ 20政代で clcan cut WI)に多い

glass 

tin plate 

glass 

machine belt 

3 dys 43 yrs 

2 wks 4 dys I 61 yrs 

9 wks 1 dy 1 yr 10 mos 

12wks 3ysr 

poor 

47 fingcrs 10 4 8 25 

一方. pOOl 例はゴ|齢的には幼児および 40政代以降に多

く， また， たとえ cleanClltでも，初診H年まで忠手を

使用していたり，術後の elevationを怠ったり，早期に

忠子でイ 1: '](をしてJffi lll~ が慢性化してしまった症例では

pOOI となる*がρjい. したがって delayedsllture iこ

当っては， 以 上のような要肉をふまえて適応を選ぶな

り ， 炎症症状がiì~退したのちにii うなどの [)dJ;必要で

あろう .

多数指損傷， 再断裂および指神経 ・動脈損傷合併症例

と成績

多数mtllil弘J，I'fJllは6例で. zone 1 1例(2指).zonc 

IIl{iI) (2j行). zonclV 4fyI) (13JI1)である. 成品。H1.

cxccllent H m. good 3 m. fair 1 指. poor 5指で，

多数指t員{初が必ずしも成tftを低下させるわけではない.

また， J行事1I経あるいはJ行動脈狽似介併症例でも，その
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ためにjf}.紛が低下するわけではなく，これらの合併損傷 3 )折神経 ・動脈損傷，多数指損傷は必ずしも成航低

と成績のあいだにとくに関連は認められなかった Tと結びつかない

再断裂のI再ヰ縫合古抗i主;伊例jは 2{例F列リでで、， lい、すず.れも Z叩on悶e 11てで、あ 4) Pr口川'ma剖ryS印llt凶llr陀eの成{品」J'Lは作用した外カの大きさ

る 1炉例uは縫合後 41け11けlに再断裂， その臼に J刊l与J縫合し に左右されるが，受(傷忽時ならびに手術u時i侍寺外jρJのほか，忠

た {他也の 1 例は縫合 2 週後に再院的町断「庁r毒裂~，さらにその 8 週後 手使用， clevationの怠慢等忠お自身の加える外力の関

に再縫合した.成績はし、ずれも exccllentで，再断裂例 与するところも大きい.

でも dircctSll tllreの適応となると考えてよい 5)適切な early exerciseは有効である.

全土
JII口

圭五
悶ロ

1) Early slltllre とくに 24時間以内に縫合した泊二例

は安定してよい結果が仰られる.しかしかなり時間の

経過した症例でもよい成航が得られており，とくに zonc

II以外でこの傾向は顕著である.

2) 若年者では最初成績が不良でも 3 ~ 4 年後には

excellentの方向に移行する傾向がある.
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Zone2・3における屈筋腿修復症例の検討

一ーその後療法を中心に一一

The rehabilitation for the fIexor tendons repaired within the digital sheath 

回出直城 上 羽康夫 山 室 隆夫 *

指線維性)雌開内における凪筋鍵断裂の治療は，後療法 い屈曲は禁じて， f:IJ治癒、を待って，受傷後 10日以後に

によっても大きく左右される.この領以における腿修復 端々縫合するように努めた1，2) その結果， 1) 48時間

に対して， 15~16 日ごろより自動運動を開始し， 3.iJ!il 以内に端々縫合した症例 ;14 {7IJ 15指， 2)受似後 10

IHIが過ぎれば， 1日2万川以上のn動原仰を行わせてき 日以上経過して端々縫合しえた症例 24例 26指， 3) 

た その後僚位、による成総を検討した. 端々縫介できず単nf.多~([ ・ 肱~前進 ・ 出~移行をした!ti' 例; 26 

症 例 例 30j行の 3群に分けられる.端々縫介の限界をノドす刀、

Zone 2・3の}:!!筋腿修復j，i例のうち， 1977年より 味で 2j，仁例を提示する

1982年までに，筆者による zonc2・3の):1:筋鍵修復 症例 1. 7歳， .Y... 

j，匡似lは 64出例である.受傷より 4811与閉までの症例は， 示折 zone2でカラスにより両屈筋出tを損傷し 2ヵ

徹氏した洗浄とデブリドマンを行えば， 4811与Il¥l経過し 月後に来院 派指屈筋世~の仁l'叙端を虫係筋の起始郎から

た自11状態も goldenhom 内にづ|きもどせるという考え A，-Plllley人口部までの距隣が lcm 近くになるまで末

のもとに，なるべく primary slltllreを行うように努め 梢に向かつて引き出し，これを端々縫介するにはなおか

た.受似から 48時11¥1以上経過している症例は， mの強 つ，示指を強く屈IJl3しなければならない(閃 1) 成人

Key words: flexor tcndon， rehabilitalion， digital sheath 

ネ N.Nishijima， Y. Ueba (助教授)，1". Yamamuro (教綬)・

京都大学費11f*外科 (Dcpl. of Onhop. Surg.， Faculty of 

i¥ledicinc， Kyoto UniversilY， KYOIO). 

;J)子では， j旨を完全伸展した場合，虫様筋起始遠位向Mと

A，-Plllley入口部との距離はノdi1ではおよそ 3cmであ

る 短縮した加!を無理な肘1111院で過緊張ドに縫合するこ

とは危険であり，後療法で*!の長さを短則|叫に是正する

ことは|村難である. しかも成klL'H切にある)院は，将来の
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発育状態も考慮するゆえに，大きく臆断端の新鮮化を行 後療法

うことはできず，したがってこの少女の場介，standard 術後上腕より， 手関節軽度学Iniで手背側に同定を行

graftを行った. い，術後 2週間は予を本上して安怖に 術後 15~16 日

症例 2. 24成，男. ごろより ，指仲肢を block したまま， 白動屈イIjIJili動を

右手を欽板の角で受{勾力、折 ・中指の両liTlIfi)J陀を zonc 徐々に開始し， 3 ~ 5 週間は MCP 1刻節を制動して，

2で， ~mft zone 1のtflltJjを負って 2ヵ刀後に来院 PIP凶自iiを中心に 1R 2万四を i1僚に 1'1動厄:{ljlを行っ

断裂腿の知紛，腿断端の変性，不当な搬jJ{故に，端々縫 た PIP関節がよく動くようになってから， DlP関節

合はできなかっt.:.. 1同11の手術は人]腿を 3木好1入. を'1'心に訓練をし，術後 5週以 後は softな dynamic

指神経縫合にとどめ，二次手術で腿移~(lを行" 、，cncrgetic splintを利用し，名関節の屈山拘紛iを徐々に除去した.

な後療法のもとに，桁腹は midpalmar creascにJ1き PIP以l節掌側板'.I'，j-s側の tightnessは非可逆的になりや

各指の{IIII.民不足角はなかった すいので 8 迎ごろまでに MCP 関節を íl 'f~!IJ からおさ

図 1.痕例 1

Zone II direct suture 32 digits 
direct suture within 48 hours 12 cases 13 digits 
direct suture after more than 10 days 17 cases 1 9 digits 

えた nightsplintで改善するようにしたー DlP 関節の

Iniilll拘縮は，その関節のみをねらって，splintで徐々に

焔IEすればよいようである これら司iI紛に必要な装具

は，刻々とかわる指の状態に対処するように，術者がそ

のj易で作成し，しかも必要な場合，二つも三つも作成し

た 忠者はなるべく.<tu院してもらって，忠者同志で、お-'1

いの状態をぷし合えるようにするのも，効果的で立欲を

かきたてるものである.

術後 15~16 日で自動運動 を開始した根拠

線南If性能午ri内原筋腿損傷の healingには， 1)縫合部

の強川な;i'.!!結， 2)縫合部のも先f子が変化しないこと，

3) 1.院中町内を制定すること ， の3ぷが要となるが，

passi、cであれ aCl1刊であれ3パ)，術後ただちに加!イIjlす

ることは，不必要な:u血を助長するばかりでなく，傷つ

いた線維性健作iの辺紋が，艇の縫令部を刺激し離日目す

ることが考えられ， しかも動かしているとはいえ，多少

なりとも癒着しその癒着に打ち勝つ，tensile strength 

が縫介部にかかることが予想される.現在の縫合方法，

縫介材料では， 十分に 1kg重程度に耐

time lapse from injury 

えられるが5，6)，縫合部を拡大鋭下で観察

した場合， 200g丞紅皮の tensilestrength 

により可逆的ではあるが，すでに雌IJfJし

がちである したがって縫合部がその航

徒を変化させないで， pr‘Ima剖ryに hea剖li日川n

121exc山 nt 1900d Ira早ど/1 poor to operat旧

cases 
(刈 I I 心r -----after more than 10 days 

50 

200・ 180・ 150・ 100・

Total Active Motion 

図 2

するには，健全な匝t'r町内に縫合部が 2週

II¥Jは!怖かに保たれることが必要と考え

た 次に腿の縫介却がかなりの tcnsile

strcngth に耐えられるのは， 3泊以後で

あり，術後 3週間まではなるべく縫令部

に tcnsionがかからないようにしたい

が，実際には，手|民l節を屈1111して徐々に

折の}:J:伸を行った場介， MCP関節がま

ず}:1!11j1され， PIP. DJP関節のJ:Tl{IIIはみ
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られず，縫合部には lcnslO日 がほとんど

かかっていないようである.したがっ

て， (1 助制仲を15~ 16 円より MCP 関節

を小心に徐々に開始した.

1日に 2万四動かす理由

手t>f後 ~VII鳥取には ， 実際には何回くらい，

fnll時間lぐらいというJL体的な質問をよく

受けるが，時間で定めるよりも回数，そ

れもブJいっぱいではなく， gentlyに 111 

2万|口!と定めた 1秒間に 1同， 1 IL'f[::l 

にが':J3，000 [1'1. 7時間実労働と定めた数

が 2万四であって，できるだけ頑張ると

し寸立味て、の数'子で，忠者1'1身にノート

をつくらせた 例人差があるが，患者も

2!:.~似を得て，術後 4 週ごろには 1 日 に 2

7jl"lに達するようである 実際には 2万

1"1とい う数字は， 1:91起きるとすぐ訓練

し! tlJJt浴をしながら， 夕食後も ;VII紋し

て，はじめて迷せられる数のようであ

る 安全凶に達した人には，同数を緩和していった な

cases 

1733 

Zone II 48cases 55 digits 
direct suture 32 digits 
tendon graft 23 digits 

poo!.._-------一一戸ーーー・

50 

‘一ーーーーー-+

/ I""_____tendon graft 

j 

( /.) Idirect suture、
， 

r 

お1主ラ;断裂を思わせるj，1'例はなかった

市吉 果

48時間以内に端々縫介した症例と， 10日以後に端々

縫合した!，I'例には刊断裂はなく， )反似の差はみられなか

った しかし， 4811与I::J以内に処院しえた群には，かなり

の条例4 のわるいものも冷まれるが， 10 11以上経過してい

た悪条f'I:のf副知lには端々縫合はできなかった.端々縫イT

できる時間的限界は，一般的には 4~5 週ごろまでのよ

うであった(凶 2) 後政法は 10日以上経過した症例に

対して，よりいっそう大切な印象を受けた.脆移植の成

析は，端々縫{i-で処置しえた群に比べて成績は劣るよう

であるが，これは条件がわるく，端々縫合できなかった

j ， 'I~Wllばかりであり，一概に比較うんぬんはできない 山

々縫合できなかったFJl山は，断裂)陛断端の及、性，短前(1，

-. ， 

，
 

ノ

〆

200. 180' 150' 100' 

Total Active Motion 

図 3

広汎なtJilalt1'l1JjJ!，y，rlの狭小化および広汎なJiili艇が主なもの

であった(似13). 

まとめ

線維性IJl:J!'YifJ I村の Jf]\ 筋血t修復後 15~16 11ごろより ， 徐

々に):u仲を開始し， 1日2万川の(1動運動を'1'心に後療

法を行い，そのがi~を検討した

文献
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学童期に行われた手指屈筋!躍修復術症例の幼児，

10'"'--'20年後の成績

A long term results of the Aexor repair of digits or thumb which 

were performed in the infant and childhood 

tiγ 

近似成績との差異を及ぼしていないだろうか? という

疑川に答えることにある この問題に関しては昨年の木

乍会に富岡らはdl'観的な報竹を行っている.

政橋

この判tiltを行う 目的は，幼小児Jmに直接縫合または遊

離鍵移ft!lによって修復された肌筋艇は 1O~20 年後に正

常鍵とl'iJじ成長を遂げているであろうか? 手の機能に

;行
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線 :術後 1~2 年

線 。術後 10年~
破
実

図 1.16例 20艇の各関節の ROM

検討症例

1962年から 1972年までに私が手術を行い 10年から

20年後直接検診て句追跡してきた 16例 20鍵(そのうち

Key words: tOlal activc motion， R01¥f， zonc n . 111 

*λI 五lorohashi 諸橋医院 (⑤997itJ")岡市Jj{IlIJ"8-66; 1¥10. 
rohashi Clinic， Orthop. Surg.， Tsuruoka) 
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1 2 例 14 腿は 1 ~6 成で， 当時 Verd an 式手術を1iった

zone 1 1健，zone n 4腿， zone III 3肱rと zoneW 2 

腿，遊離を行った zone II 10胤つを対象症例とし

た

その'1'にはJJ!.;(I:まだ成長期にある'1'・高校生もfTまれ

るので，これらJ，I'仔1)の成人後の予後を予想する立l沫で途

'1'経過に相j'Iする 13成から 17成までに行った 8(71) 8融r
(縫介 21旬r， )佐 ~I 移初'[ 6腿〕の 10年以上経過症例の!ぷ

1ttを参考とした.

小児期の予後と 10~20 年後の予後の比較

ガJ小児期手術後半年から l年の total active motion 

と10今ーから 20.;ド後のそれと比較すると，計課1)値の誤差

5~10 " を考慮すれば全例にほとんど差は認められなか

らた 縫合例は指部において 190
0
から 270"，Nti'i 80

0 

から 140
0，遊雌移植例は指部において 160

0
から 230

0

の8腿 (1仔1)のみ 200の減少)，1300から 1450の 3腿，

400から 45。の失敗{71)1例がその内容であるけれども，

例々の例でむしろ 20~300 の取加を認めた縫合例 5 股，

移~([仔1) 1融nさえある.なお逝再It移柏の TAMが少ない理

山は DlP凶節の却Jきがわるいためであるけれども，後

述するように次第にそれが減少してきたものではなし、

これを名1)!;.lilijごとにυ|測すると以11のようになる.破

線はf，j\f後 1 ~2 年のがJ小児JWの ROM ， 実線は 10 年以上

経過後の捌企l昨年齢でのそれである 縫合例の DIP関

節の動きが 2{71)を除き!Hfであるのに以し，遊離腿移植

例ではこの DIP関節のrUJきが少なく ，将位の屈j)ij枚縮

a.術後 2年 b.術後 9'1 

C. 術後 17年Jmjllj d.術後 17il.f1111L4 (欠印，縫合部〉

図 2. S. H.， 1歳.右rl'm}旨zonefl カミソリ受傷， Vcrdan手術， PIPJ full range， DIPJ 

屈rlll角不足， ROM 1O~25 0 はかわらない
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a.遊離腿砂植(受i毎日) b. 中枢端再縫合後 9年，成績 fair

C. 術後 17年イ111股 d.術後 17年屈l出， 1ミOM不変

図 3.A.1.， 1歳.右示折 zonenカミソリ受傷，一次遊離旋移植

をきたしているのが特徴的て、ある しかし， 1'11'. D1P 

関節とも経年的に悪化しているものではないことを示し

ている 参考症例の 1'11'. DIP関節をみると， この年

代も 10年以上経ても可動域の変化はほとんど認められ

なかった 後述するように，も っとも川題となる軽度か

ら:m:度の癒新例を図示する

縫合例 III.S.H. (閃 2)

1歳時カミソリで右中 ・環折 zonen受傷 Verdan

手術 2年後， 9年後， 17年後の PIP・DIP関節の

ROM はかわらない DIP関節の似IlIIf1J不足は腿癒着

によるもので， f~1析にわずか応 IJlI拘紛があるけれども幼

児JtJJ.小児WJ， 17歳時とその秤度は同じである

遊離移植例 11.A.I. (図 3)

1政l1.jカミソリで右示指 zoneI1受傷， 日nger-palnト

crcasc部で， 1965年当時はこの部の舵総計がもっとも

1:ft:m部に当たると L、う経験的私見から，一次的遊自If移M

を行った い;1定中ギプスが!日tけて移和il匝N'A択M縫合部の

離断のため再手術 成績 fair， しかし術後 9年も 17年

も各関節の ROMはかわっていない. Bowstringingも

そのままである

遊離移植例 V.S.S. (図 4) 

1歳で挫滅官11を左中指 zoncU f~Hこ受け放 iì'L 7ぷで

屈曲拘縮のmをJ行交差値l支， PIP凶節食切郷後l舵遊出It

移植，術後 1年の成絞 failure， fAli後 17年の ROMも

まったく同じである しかし折の原1111拘鮒はなく折長差ー

もなく指l阪の萎縮もない. 1"行基部をおさえると DIP関

節の ROMは 40。となる (閃 4c) 癒活血tであって

もわずかな討リ!))性のある脆の成長は指の成長とともにあ

ったことをノメしている.

指の発育障害について

遊離脱移~I'iの 5 WIIに末節の細L、kW11を認めた.いずれ

も D1P関節のJ:!lllll拘紛があり，そのうち 2例に桁長井ー

をノ|じていた 腿移舶後の機能の良子守と前接関係は認め

られなかった. 1"行長差を症例 1，T. Y. (12<11)は 13成

ごろからJ'I:J:tし始めていた 2mmの差である. 症例

n， A.I は 1k政で腿移植が 行われ 9歳で 2mmの芹

がみられた しかし 17歳の現在もやはり 2mmの差で

あった 一方，この発育障害は zoneWでの縫介例にも
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a. 8;&" 成績 failL問 b. 24歳

c. 24歳，指基部をおさえると DlPJROM 40
0 

図 4.S.S.， 1成 :左中指 zone 11挫自IJ放置 7歳:指交叉植皮 PIP関節義切

除後遊離肢~移H((

みられるものがあ った. と出われIJ}J確にはいえないが，おそらく末制l虻はその必

考 察 要に応じて独自の栄養血行を末梢部から受け，強いjlÍff. ~Yí'

融t縫合にしても遊郎)雌移舶にしても，いったん損似，修 があっても腿の壊死には陥らないか新生j腿組織が生じて

彼という侵襲を受けた幼児の腿組織が正常指の匝tと[riJじ いるのであろうし癒え5純白浜組織も折の成長に対応する

)1).::1，去を逐げるためには，修復部から末梢の艇が正常腿と なんらかの形の成長を逐げている可能性があると考えら

ほぼ同じ栄養状態に復するか，多少の差はあれ臨床例で れる. こうした点、は熱傷などによる皮府搬痕と異なるよ

はほぼ必発する癒活級決組織自身がや1'長成長するか，あ うである 桁とくに末節の成長障害の原肉については，

るいは淘汰消滅の方向へ1:'1かうか，あまり考えられない これが腿の成長障害にイ、ドって生じたものとして解釈する

ことではあるけれども'I'#¥MJの)陛組織が退縮してゆく苅く ことには似拠がうすく ，受傷H、干または子制'iJ栄作による栄

村i血tにとってかわって過成長してゆくか，の三つしか考 養障害あるいはi位向，f[)舵砂Hull.jの末ザillltイ.Jlif;Hの成長帯の

えられないーしかも，幼児WJでi!}た予術成績が!友人後も [，;J 損傷，さらに損傷Jiiの機能が劣るためその指をH常十分

じであるためには，各関節可動械に対応する鍵の目。tJYJVli 使用しなかったことなど，総合的に考応したほうが妥当

離比をほぼ一定に保っていなければならない.それでな のようである

ければ，とくに遊離腿移植を受けた桁やjlIff.才?の強い失敗 結 語

例においては，成長とともに屈曲拘紛が生じたり ，可動域 幼小児期に腿縫合または遊~fÊl健移植 された桁の機能

の減少をきたすはずである すでに述べたように，少な は，成人後においても名|見1i1i)可動範囲にほぼ変化をきた

くとも私の症例においては幼児WJの成総はそのまま成人 さなかったし，1版元守則!をもっ指も 2{71]を除き明|僚な指長

期の成績であった このことは病理組織学的には未検討 差を生じていなかった.
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文献

1) W川伝治ほか

指Hll筋腿停止部の引き抜き損傷について

Avulsion of thc ncxor profundus tendon inscrtion 

111 111奇潤

荻肝利彦*

111 ド 1ill
薄井正道

三浪三千!1J

石井市一

手術法 (表 1) 

(j (111とも艇を前進させたあと，元のイ、Li"i郊への Ilt縫J1

が "ffj~であっ T- . このさいの腿の活動性は 4 f'，ilj(土良好で

あったが， 2 例は不 1:.tであり，縫ポ時に!此の緊リ~J~を要し

た ープ)， 腿!断裂，';jlJ，';lVlj と匝~と の癒ぷ， PIP IXI節を'1'

心とした腿鮮!膝l人lの捻flのためこの;怖のl担Hifiの一日刊を切

除せざるをえなかったj，E例は 3例であった 腿の縫ぷ法

はこの表に示すとおりである

術後成 績 C}<2) 

術後観察期r1¥Jは 5ヵ月から 5年 5ヵJJである DIPJJ.I 

節に周曲拘紛がなく照1111角度が 60
0
以ト獲得できるもの

を good，DIP関節に 30。以下の照Ilh拘紛があるが隣接

関節に府[111制限のないものを fair，隣接関節に屈曲制限

が:I¥JJIしたものを poorとして成績を分類した Good

は 4WIJ， fair 1例， poor 1仔Ijであった

考 察

J行深J行間筋旋皮下断裂は種々の以内で発症する.その

原内によって臆断裂の部位も異なる.Boyes らりは木損

似の多数の症例を分析し医tr付対部での断裂が 62.8%

と川倒的に多かったとしている このような引き故きm

表 1.

指深j[i屈筋舵イ、J'liiillか らの引き按き損似の本}jlで の *

flIは欧米に比して少ない われわれはこの 5年nlJに本症
の 6(7IJに手術的治療を行 った これらの術後IJX:fJ'[を分析

し，成績に彩仰する要因を整列してみた

症 例

症例の桃!加工 21成から 27成のソJi'1で，ラグビ一試令

中に受 (~j した .j (7IJと， 43歳と E2成のrl"，:';j年のk性の 2

抗例で，受ft}Jt幾転は転倒するさいにtwっていた指に急激

な伸展))が(11川したことを うかがわせるものであ った

Hli忠J行はイiJ~lJ行 3 例，左JJ;H行 I (11J.ギirrJl11 (71'， /，・1、JJ行

1 例で，広11行の l~~患が多い

本損傷の特徴は，患者が受ft;}Ir'11去に舵損傷に気づくこ

とはまれて‘あることである さらに医療機関を受診する

までの 日 数は平均 26 口を1J.~し したがって手術までの

J9111¥Jは平均 49仁!とさらに延長される

臨床症状

DlP関節が}ffillllできないのは当然である桁の'字 luiを

よく観察すると，断裂腿~~;J の1'r-イ玉部位がびまん性に)匝 11長

し，圧痛があり，臨tr断封hjを触知lすることができる われ

われの 6症例では j，j'(1111から 5までは PIPI英liii'iのやや

近1むこ，症例J6では DIP凶節のやや近{立にこれらの所見

が認められた.附i~血r端が このì1lH立にとどま っているも

のは，Leddy ら九百〉のし、う本拡1fVjの typc2にJ，a:!，するも

のである.

縫 ft
縫 li.

pllll-ollt 

pllll-out 

縫 i}

pllll-ollt 

縫合法

一郎欠如

溢 (f

，出火打i

tlul ({ 

-1m欠抵i

温存

手術法;ι例

TA

内

J
u
no

a
A
1
R
U
F
O

Key words: flcxor tendon， rupl山町 subcutaneous

" i¥L i¥linallli， K. Nakashila， J. Yalllazaki:北海道整形外科

記念、病院 (<w062札幌市12、FIベヂ)f:7条 13丁目 5-22; 
Hokl叫 idoOrthopedic ~[elllorial Hospital， Sapporo); S 

Ishii， :-'1. Csui (講師)， T. Ogino 北海道大学整形外科.

1艇の滑 l
腿鞘の処J'H

動性

reinsertion 良

rCIllserllon 良

町 lI1SerUOn 不良

reinscrtion 良

reInscrtion 不良

rCll1Sertlon 良
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表 2.

症 例 arc of motion 

* 
1 つごコJフハリ~ヴ(C)に good 

2 一歩 0~65 0 good 

3 てここJフLJ 25~650((DP IP) 
15~85 0 (PIP) fair 

4 一訪 日50 goocl 

5 っこ土J〉J 30~550((DP IP〕
35~65 0 (PIP) poor 

6 F ご二主‘Jフ「 0~85 0 goocl 

(務は，スポーツ外傷として発!，iすることは Carrollらへ

Lecldy ら幻の報併に詳わしい. とくにラグビー，アメリ

カンフットポーノレなどの競技<1'に相手のジ ャージー，パ

ンツにJ行を引っかけて本損傷は発'1ーするとされている

本邦では今村ら4)が，同様の受傷機転で発刊ーしたと思わ

れる 24}I長男の l例を， 山口 ら7)が 26歳児の 1{11jを報flr

している

本損傷の発ノ|機i伝は，しっかり射っていた指に急激な

伸展力が働くことになるとする考察は多くの線作者で一

致をみている2，3，5，町. 一方，本損傷はわれわれの症例を

合めて環指に好発することが特徴である2，3，5，町 この理

111として， Carroll らわ， Manske ら6)は広1j行}:1¥nJjJ能付着

部が他の指に比して引っばり力に弱L、としている これ

に対し Leddy ら')は環指仲筋艇は隣接{III筋腿との腿

間結合があるため，Ji" 1~tでの他動的伸展が抑制l されやす

い。このような条件のとき急激な伸展を強制されると屈

筋舵に強L、.t't荷がかかり，引きib:き損傷が発生しやすい

としている. 筆者らは Leddy らの考え方が.-f.;:J:n似の)c

'1::.機転としてより理論的と考える.

先にもふれたが， Leddy ら3 ， 5) はj~1折裂出の部位によ

って木jiEを三つの型に分けている すなわち断端が手'手'

まで退新iしているものを， type 1， ).ují'i '~l範閃内にと ど

まっているものを type2， 骨片剥離を「ドっているもの

を typc3としている Type 2がもっとも多いとされ

ており 2，5}，われわれの 6例もすべて typc2であった

Typc 2は vinculaは温存されているため， }!g論的には

!陛への栄必は保たれている したがって治療は断裂腿を

前進させ兄の千Jliiffiに再縫着する方法がJ)i(!!IJである し

かし報fh-者 2パ)によっては浅指屈筋量~を IlnlTI:したまま，

表 3

症例 結果 l'E 11三指令下術まで膝の滑腿1'4'1のl 縫イ干濯、
の円数動性処巧!

1 good 男 24 31円|良 l欠 損 | 縫 治

2 good 男 I;~ I 町 |良温-(f 縫 71

3 fair 男 I~~ I町不良欠抗川-out

~ goocll男 22 町 良温存 川ーout

5 pOOI 女 43 45n 不良欠損縫 li.. 

6 goocl 女 52 29円 良温存 pull-ollt

遊離JJill移布I'iをE試みているが，その成総については報flさ

れていない. 一方，本損傷はt行機能にそ う重大な附ワ?を

もたらさないことから， 放iiii:したうえで DIP関節の不

安定性を訴える!ri'例lに DIP関節の|対節|古l定術を推奨す

る者もいる2，3)

われわれは全例に川縫~'(を試みた. 4仔1)に良好な結来

がえられた(ぷ 2) しかし症例 3，5は術前正常な機能

をもっていた PIP凶節に術後新たな機能防Z与をきたし

ていた(表 2).DIP 以lui'iの機能再建が叫として正常な

隣銭関節に新たな機能障害を発生することは避けなけれ

ばならず，とくにtl，立を要するところである.

そこで性，年齢，手術Iまでの日数，j~ の汁l"!fYJi'!" j虻~Îì

の処理 1ヰ縫~Yi の刀法の内 fが術後成績にどのように影

響するかを分析した (k3). まず若年者で， YJ性の症

例が良好な成績をもたらすことは明らかであ ったーしか

し長 1:):1行間筋肱~引き絞き狽似は，性， 年齢にl刻係なくす

ぐれた車i'i*て、あった ープ)，子術までの日数の長Jli.によ

る影響は一定せず， Lccldy3)が指摘しているように，受

傷 9011以内では腿前近法が rrfiigであるとする考えを製

づけていた

これらの|対了の '1-1 て‘腿の治!日~i生の良否と腿鞘のìlnl 1'F f'i

度ーは成総を大きく左右することがゆjらかであった 刊縫

煮に艇のjf!!J緊 1;1~が愛する場合は，体I式の選択に'ImF でな

らなければならない

むす び

6例の指派指):1¥筋l腿，jIき依き損ft)jを(引11し，その術後

成績を分析 した このありよ長から成績に朕I'iする要肉を整

理してみた
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外傷性同筋!腿皮下断裂 20例の検討

Traumatic subcutaneous rupture of f1exor tendon; report of twentv CilV'S 

日 川泰次 37I||;;t久 川 m:英樹 行 11f彦

大久保康一 近藤秀 メL 奥井光敏*

外傷性屈筋脱皮下断裂は比較的まれな外(t;jであるが，

匁者らは過去 15年間に 20例を経験し，興味ある知l見を

得たので報竹する

症例

症例は男 15例，y: 5例，計 20例で，交i努時年齢は最

低 12歳，最高 76成， 平均 36.3歳である. 受傷J行は，

母指 4仔U，示指 1例IJ，環指 6f71J，小指 9[7IJで，環 ・小指

に多く，中指例は符無であったが，示指の 1仔IJもきわめ

てまれな例であると思われる(表 1)， 

受 (t~機転は， ~2 のごとく球妓などのさいの ， 3た J行に

表 1 症例数

男 15仰l

女 5j旨

20例

年 齢

五t 低 12正元

1'"之' 高 76 )，~ 

、ド .l'--j 36.3政

受t!5j¥1 

l当 J旨 <1f:列

示指 1例

環指 6例

小指 9例l

Key words: subcutaneous tenclon rupturc， flexor tcndon 

ホ Y.Tomita(講師)， K. Murota(教筏)，H. Kawada (議(:ili)，

Y. Tani， K. Okubo (講師)， H. Kondo. M. Okui: }花王子、

慈恵会医科大学整形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， The 

Jikei University， School of Medicine， Tokyo). 

よる過イ'1'股損傷と， ワイヤーを強く引張るなど， 1瞬間的

に強い席1111力が働くことにより発生したものとに大きく

分けることができる

代表的症例

症例 1. 17歳，女.

パレーボーノレによる:;{iJ)，1指突指例であるが， 当初は単

なる脱臼と診断され 2ヵ月後に当科を訪れ，手術を施

行した.才市Hi'i深指!吊筋監tは停止部で完全に長IJ自Itし，末

村j断端はま ったく 残っていなかった.掛~浪組織を除去し

たところ，血Hfiは良好な状態にあり， "1'枢的i対IJI主壊死を

免れていたので pulトout-wire法による advancement

11;で再!d!することができた.術後 Uf.7ヵ月の現在，完

表 2.受傷機転

過(i]'}JliJllt!5

l仰l

球技による突指 環指 3似l

小指 1例

柔道 ・2子 ・騎馬l践で突指
l 例

小指 2似l

転倒 して突指 (別行 2例

環J旨 2例

!I~や岩角に指をひっかけた
1 {yIJ 

王軍J行 l例

強し、周曲ブJによる損傷

重量物全もち上げた 小J旨 2 siJ 
ワイヤーを引っ日iえった 小JE 1例

シャッ ターを開けよう とした 小t旨 l例

重い尿の]灰 fk必iく鐙り押した 小1¥1 l例

シャ ベノレを強く鐙った 小指 1例



表 3.断裂部位

外傷性屈筋脱皮 下 断 裂

表 5

過イ'11}足以協の場合

凪紡胆E の末 1j'H~';止部付近での断裂

凪筋血w止部での最IJ向性1'1断裂

強い}Lf.lillJ)Jによ る似阪の場合

手根竹内での引 きちぎら れたような断裂

虫様筋，s;始部での引 きちぎられたよう な断裂

表晶 子術併Iぷ

advancement 

free tendon graft 

例

例

例

例

例

つ
t

p

、υp
hJ

q

L

T

A

tenodesis 

tendon transfer 

arthrodesis 

1741 

a. 受 i傷易機転

i溢位伸E展是担以H似Lμ5 強 Lい、hu1出仙H仙I 挫 滅 | 疾 息

so仰ve白s例 29例 5例 1ロ2例 I 3例
y…別|げ川5臼9坊 1 

白験例 7州 i 6州例 1 0 o州例 0州例
1 70.03o I 30.0~ I 

b.受傷指

l刈指 l示指 | 中指 環t::iI小指

soyes例 15 8 19 23 12 

0験例 1 4 1 1 1 0 1 6 1 9

5 111J. tendon transfer 2仔IJ. arthrodesis 1例である.

過仲j長損傷の症例の中には，本来ならば advancement

全屈曲. {ljl展が"5能である で卜分に修復できるような症例でありながら，受傷後当

症例 2. 28 ~反，列 . 科を訪れるまでにすでに数ヵ月が経過していたために，

柔道による左小指の突指仔IJであるが，この症例は，主張 free tcndon grartを行わざるをえない症例が 3例あっ

指屈筋血tとともに長IJ附した末節'白の'j'J片が. PIP閃節よ た

りさらにIj'ksに退縦していたまれな例である.本例に対 考 察

しでも. pull-out-wire法により. advancementに成功 筆者らの症例は，表 1のごとく .}伯仲展損傷は球技に

した術後 1年 4ヵnの現在.{1j1民，屈山ともに止符'範 よる突折が 5例，柔道などの λポーツによる突街が 3

聞にまでい|復している. 伊IJ.転倒による突指が 4例で，そのほとんどが突指例で

症例 3.52成，男 あり，母mとE11析に多いのが村徴的であったこれに対

シャッター強く押しょげ，右小指が維tfとともに)U:111i して. Iltい物をもちあげようとしたときとか， ワイヤー

不能となり 2ヵ月後に当科受診し，手術を施行した. を必く引 っ張ったときとか，シャッターをj)fJけようとし

断裂は子似管部で発生し. )，瓜筋血tはひきちぎられ，断裂 たなど，強L、知山力が|瞬間的に加わったさいの，加筋腿

部はささくれ立っていたー この位例に対しては Hridgc )文 卜断裂はすべてが小指に発生したものであった.すな

graft を施行したが，術後 4 ヵ月で，ほぼ以全な {ljl)~ と わち，過イ1]1)良損傷の場介は. DIP関節に以l節の可動域

!山山が"Jtì~ となった. の|限界を越える力が急激に加わったさいに発生する dy-

手術法ならびに手術時所見 namlCな要素の強いものであり，他方， 強い屈曲力に

本外{おに対する治療法としては，企例に手術を施行し よる場合は.1Fい物をもち上げようとするさいなど，指

た.子体ill.JのJ!lfμは:受傷機転の差により著しく災なって を):I:IJJiした形に1，1;1定してから発生する， statlcな要素の

いた.すなわち. ;i/!Q{i jl!岐による場合はj必筋血tの;jdf~停止 強いものである したがって，受傷機転のnu診により，

部で断出をまったく伐さずに完全に剥離しているか，あ 断裂の部位，断端の状態を雄祭することができ，手術法

るL、は停止部付近でわずeかに末梢断端を残して引きちぎ の決定が容易となる.

られていたのに対し，強い)/1;山力による断裂の場合に 本外傷の発生頻度は，筆者らの教室の過去 15年間の

は，小折の派指j凶5lJJ)院は手以管内，あるいは虫様筋の起 手折居筋l此断裂似lの 3.4~ にあたり， まれな外傷であ

始高官で引きちぎられた ように断裂しその断端は広範囲 る Boyesの80例の報告(1960) と比較してみると，

にささくれ立ったようになり，端々縫合は望めない状態 ぷ 5のごとくであるが，圧挫例や. Yウマチなど基礎疾

であった(必 3). )，心のあるものは，筆者らの症例では除外してあるため

?医者らの施わした子体Iの術式は，表 4のごとくで， に，指別出i~例数などに若干の差が生じたものと考えられ

advancement 7 {11]， frce tendon graft 5例. tenod回 is る.また. Boycs らは 80仰IJrj'33例に手術は不安として
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科タ卜苦手

経過観察しているが，筆者らの症例では，全炉Ijとも手術

によりなんらかの改去が得られている

本外傷の特徴として創がないために，初診fI与に段、挫や

脱臼とぷ診され，筆者らの出仰lでも，当科を訪れるまで

2ヵ月から 1年 2ヵ月，平均 4ヵ刀も経過 していたが，

術後成総の向上には初診時に正確な診断を下すことがお1

ーである.

整どき 34 ・ ~) 12 (臨時J曽1'1])1742 

手の屈筋 腿 皮下 断裂

一ーとくに手根管部における小指深指屈筋腫皮下断裂について一一ー

Subcutaneous ruptures of the f1exor tendon of thc hand 

和 夫 友 兼尚 之

高 妻 雅幸n*
本

章

城 戸 11:，;寺 小島 折 夫

麻生ヂ¥¥ー 奥江

節 :1t1 ' J民 1 0 '~!:Il III175 0 ， DIP 関 節 :仲 民 1 3 0~届 tlll

55'と氏好で，似)Jホ(忠側) 26 kg，左 33kgで ADL

に陣宮はない.

症例 7.56政，女.主婦.

雑111をしぼるとき，;~~に左手関節部婦が出現し，小指

の!:I:iluが不能となる.X線異常なく ，とくに既往歴も な

い. 受傷後 3過で手術 深指屈筋腿は手保管部で完全に

|祈製していたが前経{列!と異なり 摩A'1変性はあま りみられ

なかった rol旨深指!凶筋鍵をブJ源とし小指の深指f:l!筋監s

と端M縫介を行った なお浅指f:"H筋量sは低形成であっ

たが断裂はなかった. 術後 6ヵ月/1の"J動域は MP民l

i!1'j : 仲良 O ' ~)国 1 11 1 95'， PIP 関節 :仲版 OO~屈山 82 0 ，

部1 {山

手根竹 if111 RA 

前腕米相'i Colles 骨折

停止 ifll ギタリスト

千事 i七 iffl ラ グ ビ ー

停 止 郎 野 球

| 手 線 竹 郎 | なし

手阪行部 ! な し

手恨竹(fflワ | なし

手保守l'ffll 1 なし

[}j:frj 

同指

~'f日
環指

小指

小指

小frj

小指

小指

Hfi屈筋l虻I文F断裂!，I:例

症例年齢性別 l左イi損傷指 凶原

表 1

れ

ト

仕

ト

ι
卜
比
右

μ
羽

左

右

左

70 女

27 男

36 男

41 男

41 男

63 男

56 女

43 t:. 

70 9) 
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d

Q

O

q

u

子の!:Il筋風n!ムト附i製は比較的まれな扶}d.!.、といわれてき

たが，近年数多くの報告例がみられ比較的よく経験され

る疾患と忠われる.われわれも過去 4年間に 9J，dj'1]を経

験したので，今1"1とくに小指の手以竹部断裂例およびそ

の発生機転を'-1'心に考察を1J11え報告する

症例 (表 1) 

9J，i'例のj'UJIJは!Jj6似J. y: 3 (111で，受傷的は似指 2

{71J. 1jJj旨1例， J~H白l{拘J. 小指 5 仔11である 受傷原閃は

RA 1{71]， Colles骨折変形総合 1WIJ.スポーツ外傷(ラ

グビー，野球) 2例があるが，小桁の手似竹iifl断裂 4例

ではとくにj占礎疾患をI認めなかった

症例 6. 63成，男.)"~~. 

米俵をかついで述んでいるとき，右手学 ii-[l)-.!.Mに激痛

をノ|じ小桁のi'I勤前:1111が不能となる X線_)'t1'ffi'なくとく

に法礎炊jぶもない.受傷後 3週後に手術，子社l竹ii11に一

致して浅 ・派J行問1首脳:の摩j、tfti'!:.断裂を辺、めたため，

定性部を切除し bridgetendon graftを行った.術後 1

{j"': 日 の可動域は MP 関節イtI'版 0 ~~):l iIIJ1 9シ ， PIP 関

Key words: subrutaneous rupture， flexor tendon 

ホ M.Kido， T. Kojima， K. Hayashi， N. Tomokanc九州大

学整形外科 (Depl.of Orthop. Surg.， Faculty of i¥lcdicine， 

Kyushu Cniversil)'， Fukuoka); K. Aso 大分rR科大学格

形外科; A. Okue， :¥1. Kozuma 仏賀県古州院鳴き形外

科



表 2.外凶文献例(計 189仔IJ)

損傷指 断裂(fs位

叫 t旨 25例 (13%) 健作止1;il

語、J旨 11例 (6%) 健 部

中指 31例 (16%) 筋腿移1J部

環指 81例 (43%)

小指 41例 (22%)

表 3.国内文献例

62症例IJ (69指〕

i'l5Jリ Y] 41例

女 15 

左右 右 38 

左 18 

部位 jl).指 21指

刀~t旨 9 

中指 4 

王設指 15 

小指 20 

年荷台 3~70政

平均 37成

手の屈筋 l健皮下断裂 1743 

129例

27例

4例

ωJ旨 |

示jl旨

中指

環指

小指

表 4.同内報告例の断裂部位

腿停 |筋挺移 1 -r~'" 1 

止部 | 腿 |{J部 | 不詳 i 計
7指 | 11指 3t旨 0指 | 21指

8 。 。 9 

3 。 。 4 

11 4 。 。 15 

2 14 3 1 20 

計 I 22j旨 I 40 I 6 I 1 I 69指

倒的に多い 受傷原因としてはフットボーノレ中の過伸展

外力によるものが多く，環指停止部断裂がも っとも多く

発生する.

本邦報告例はわれわれの 9症例を含め 62症例 目 指

で，男，右手に多い(表 3). 権患指は欧米例と異なり

母指，小指が多く，次いで環指，示指，中指となる 年

齢は 3~70 歳，平均 37 歳である. それらの症例につい

て指別の断裂部伎をみてみると表 4のごとく母指では腿

停止部， )陸部ともよく起り， :na指では)附停止部が多く，

小指では逆に!陸部が圧倒的に多い.

手指の腿の皮下断裂の原因は次のものがあげられる

DIP 凶節.仲民 10 ~~以曲 88' と良好で，握力右 20 kg， 1. 外力によるもの

左(底、側)18 kgでま ったく障害はない 1)介述外力:ラグビーなどスポーツ外傷 2)前達

症例 8.43歳，女決業 外ブJ

コンバインにはさま った葉をひき抜いていて，;(i手掌 2.広礎淡忠に紋発するもの

部尺側に雑TTとともに激痛をきたし小指 DIP関節の)If! 1) ，円'の異1i!;によるもの :Colles骨折，有鈎什骨折，

l出が不能となる 2週後受診， そのとき PIP関節は Kienbock病など. 2)関節炎， 腿鞘炎など炎自主疾患に

680， DIP関節は 20
0

の児曲が可能であったが，抵抗を よるもの :化膿性，リウマチ性.3)その他:ス テロイ

加え屈JlIIさせると手恨管部に修痛あり発公機転より小指 トiU、r.放射線照射なと.

ち長J行四筋!健の子似管庁~)断裂と診断し手術をすすめるも希 McMastcr3)によれば舵は停JI..部， 筋血~移行部以外で

望せず，また保存的治療にでも治絵、する可能性もあると は非常に強いといわれているが， 小指では腿部断裂が

考え tensionreducing pos山 onにて 1週li[jl古1i.i2した 20例仁l'14例と)1二常に多い. その受傷原岡をみると， rn: 

6ヵ月後の可動M:は PIP関節:1ljl展 1 50~屈 1111 102'， 年の本学会で報行された有鈎'i'1"鈎'il'折の合併4)のl例lを

DIP関節:1ljl展 5 - ~)If !IHI60 0 と良好となり W)) も;:{ i(忠 除き明らかな骨の異常，主主礎疾患はみられていないが，職

側)14 kg，左 16kgでま ったく障宍はない 業として農業など重労働者に多く発生している.受傷機

考 察 転をみると大きく分けて 2種類あり ，急激に強力な外))

手指屈筋健j主下断裂は 1891年 VonZanderの最初Jの が働いたものと慢性的なI(労働に合併するものがある

報告以来比較的まれとされ， Haldeman 1)らも全身の筋!腔 小指の深指屈筋腿の走行は手根管内でも っとも尺側深部

断裂の約 3%と少ないといっているが， 1960年 Boyes2) を通り手関節正中位で 30~35 0 尺側へ偏位しており，さ

の78例の幸Hill以来数多くの報告がみられる.欧米の丈 らに尺原位とすると 70
0
以上倒位する.この有鈎部での

献にて渉猟しえた 189例の損傷指別頻度をみると ()< 111d位により，同部に慢性炎症を起しやすいこと，また念、

2)， J~l指が 81 例 (43%) と多く ， 次いで小指同行， 激な外ブJにより勇断力が働くことなどにより ，小指にお

母指，示桁の111日となる.断裂部伎をみると健作j上部が川 いて阿部における皮下断裂が多いものと考えられる.
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手指屈筋脱皮下断裂，とくに小指に多い手根竹部断裂

についてその発生機転について考然を加えた.

1) Haldeman， K.O.: J. Am. Med. Ass. 104: 2319， 
1935. 

2) Boyes， J.I-I.・ J.sone Joint Surg. 42-A: 637， 1960 
3) i¥1ci¥laster， P.E.: ibid. 15: 705， 1933 

4 ) 江川'l;~'ーほか ~寝形外科 33: 1624， 1982 

深指屈筋腿単独断裂の治療経験

Treatment of the isolated rupture of the profundus tendon 

根 来 秀 切l

深J行屈紡監lけれ独断裂に対しては，関節回定術，腿凶定

f~i ，阪~前進制iL 車n移植術， I此縫合体Iなど種 の々治療法ーが

あるが，それぞれ一長一短の制があり ，その決定に困難

を感じることも少なくない.

今回われわれは， 1974年以降に治療した深指屈筋腿

単独断裂のうち，調査可能であった 22例 23折を対象と

して検討を加えたので報告する.

症例

22例巾男 15f11J. 女 7秒IJで，年齢は 1~60 成， 平均

20.9歳， ;;( i 12 j行， 左 11折であ った 受傷より手術ま

での期聞は， 3日から 3年，平均 19.5週であるが 3

週以内に手術を施行したものは 4例のみであった.損傷

指は，示指 9t行， 中指 10折， :5;Ul'i2指， 小指 2mで，

示指またはrl-I折が大部分を占め， 損傷部位は zone1 

10指， zonc 1 • II 境界部 11指で zonc 1 損傷例は 2

指のみであ った.

表 1 受傷flH位と艇の退*fd

sublimis lunnel 
より述(": 肱~ 開 l勾 F空草刈l

zone 1 nhv

q

O

A
U
 

3 

4 zone 1 -II境界ifll 4 

1 zone 1I 

Key words: treatment， isolated rupture， profundus lendon 

ネ H.Negoro， K. Nakano (教綬) 兵庫医科大学 格形外 科

(Dept. of Orthop. Surg.， I-Iyogo College "f Medicine， 
Nishinomiya). 

111 ~!f IU伝子f*

受傷部位と腿の退紛の程度についてみると (表 1)， 

zonc 1での損似では sublimistunncl以遠に中松腿端

が残 り vinculaが切れていないものが多かったが，

zonc 1 • II 境界部損傷では sublimistunnel 内から手

挙部まで退縮しているものが多かった これは鍵断裂部

の解剖学的特徴，受傷時の指の屈曲角度および屈筋の収

紛の程度を考えればうなずける結果であるが，治療方針

を定めるうえで， 一つの手がかりとなるものと思われ

た

全例に手術を施行 したが，その内訳けは，端々縫合 9

tl1， Pulvertaft法1) 9指， Rigg法2) 3指， 腿前進fAii2 

折であった

表 2.suck.Gramcko (.t 

距離/角度 |点数

指先手学問距離 I 0~2. 5 cm/200。以上 6

または岡山 ((1皮の総和 2. 5~4 cm/180'以上 4 

4~6 cm/1500以上 2 

>6 cm/1500以下 O 

0'~30 0 I 3 

31 o~50 o ' 2 

5 1 0~町 I 1 

70。以上 0 

160
0
以上 I 6 

140'以上 4

120。以上 2

1200以ド | 。

イ月I)長不足角度

可!fVJ域の総府1

優 :14以上，良ー11以上， IIf: 7以上，不IIf:6以下
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表 4 許可療成績 (2)

lzslrrzi一両鶴
可動域 I36.7 I 23. 1 28.3 I 30.0 

周曲角度 I52.2 I 27.0 I 31. 7 I 50.0 

仲展障宍 14.4 7.2 I 3.3 I 20.0 

PIP関節 制!日耳障i'.i， 3.3 17.7 1.7 1 
I (度)

深jl1廊筋腿単独断裂の治療経験

DIP関節

不可

1 

0 

0 

0 

1 (指〉

端々縫合

Pulvertaft ì)~ 

Rigg法

lsl!官ijiffi術

合計

可

0 

2 

0 

0 

2 

表 3 治療成績 (1)

良

ー
ム
つ
u
n
U

司止

f足

7

5

3

1

-
6
 

一
-

か， PIP関節にも影響を与える可能性が大きいものと

思われた 移植艇の選択，緊仮の調節など手術手技に特

別の配慮をはらうと同Hれこ，症例を卜分に選ぶ必要があ

ると思われた

3 {7IJに対して Rigg法を施行したが， 全例に優の成

績が得られた DIP 関節の可動域は平均 28.30，照的

角度は平均 31.7
0

であ り，DlP関節の伸展以11:~!~は平均

3.3。であった PIP関節への影響も少なく ，安定した

結果が得られた.

腿!前進術は 2指に対してしか施行していないが， DlP 

関節の屈曲がよくできる反而， DlP W<JiliJおよび PIP1主l

節のや11展障害を残しやすい印象を受けた

まとめ

深指屈筋腿巾独断裂は，断裂部位にもよるが'1'躯脱出1i

は比較的遠位に残存しやす く，端々縫合の適応となるも

のが多いと思われる.新鮮例 cleanClIt 例，融gの退紛

が少ないものなど状態のよいものでは，良好な治療成績

が期待できると考え られる.

IW旧例で阪~の退t絡が大きいような症例では PlI l vertaft

法の適応となろうが，状態のわるいti~例に対してこれを

施行し， DlP関節の可動以が卜分に得られぬばかりか，

PIP関節にや11展障宮を残すことは避けねばならない

諸家の報告によっても， とくに PIP関節への影響に対

しての見解が一定せず，なお手術手技，適応に問題を残

しているように思われた.

腿前進術についても，適応を広げすぎると DIP関節

の{ljl展障害をきたしやすく ，注立を要する ものと思われ

るが，腿付5i"i部近傍て‘の断裂に対しては，よい手術法と

いえよう

Rigg法は，手術手技も作gで， 安定した結果が得ら

れた 岡ら4)は同様の手術訟を用いて予想外の好成績を

得たと述べている.ピンチブJの問題など適応に限界はあ

ろうが，他の手術法では無理があるような症例に対し

て，今後症例を重ねてゆきたい.

4 

治療成績とその検討

治療成績の判定には slIck-Gramcko法(表 2)めを用

い，指先手掌間距離または肌1111角度の総和， {rt展不足

角度および関節可動成の総和についてそれぞれ点数を与

え，その合計により 4段階評価を行った 総合的には優

16折，良 4指，百T2指，不可 Hi'iの成総を得た(表 3). 

端々縫合を行った 9指につき検討すると 9指のうち

7ti'iに優の成績を得たが，受傷より手術までの期間が平

均 5.8週と PlIlvertaft法の 34.4迎， Rigg法の22.5週，

l陸前進術の 10週と比してもっとも短かく ， また中枢)腿

端は 6指において sublimistllnnel より ill位に残存し，

手掌:まで退締しているものは l桁のみであった.このよ

うに状態のよい症例を選んで本法を施行しており ，予想

された紡果て‘あるともいえる DJP関節の平均可動域

は 36.70， D1P関節の屈IJlIは平均 52.2'であったが，

DlP 関節に平均 14.4
0

の仲良附害を認めた(表 4) 

DIP関節の{III肢障害に多少の問題は残るが， 比較的良

好な結果と思われた

次に PlIlvertaft法を行った 9指では 5指に仮の成

絞を得たが，良が 2折，可が 2J行あり ，ばらつきが大き

い '.1寸枢腿端が sllblimist山1I1el以述に残っていたもの

は l指のみであり， sllblimis tllnnelの閉鎖していたも

のが 2指あ った 受傷より手術までの期間は，他法に比

して最長であった.

DIP関節の平均可動域は 23.1
0

で， 平均 27。の!:TlIJ1i

を得た。 イ中展障害については， DIP関節で平均 7.2
0
，

DIP関節で平均 17.7'と DlP関節のや11展障害がめだ

った PIP関節のイ111展障害と ，DIP関節の可動威を対

比してみると ，PIP関節の仲展障害が 50以下の症例で

は DIP関節の可動域は平均 31。であるのに対し 5。

以上のものでは平均 18.8。の可動域しか仰られていな

い. また， PIP関節の伸展障害が強いものほど DIP関

節の{中展障害が強い傾向にあった.このことは，本法施

行にあたり，適応、を広げて状態のわるい症例に本法を施

行すると ，DIP関節に十分な可動域が得られぬばかり
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長母指伸筋腿損傷の治療経験

Clinical study o[ extensor pollicis longus tendon injury 

白井 康正

大 場俊二*

池谷王 之

宇佐美文章

古谷正博

肥南川道雄

のこと n体には問題がないようである.切官IJなどによる

開放性損傷例は， zone vlに圧倒的に多く，手術方法も

さまさ.まであった 一方， zone刊 における手術例 14例

中には，皮下断裂によるものが 10例と多い 皮下断裂

例では端々縫合術は多くの場合適当でなく，示指イ中筋縫

移行術が第一選択となった.これらも含めて，陳旧例に

は示指1111筋腿を送力胤?とする腿!移行術が好んで行われ

た.

結果

成績判定の規準には種々の報告が散見されるが4-6)，

私たちは母指 IP関節の白動伸展角，水平面からの母指

挙上角， および母指 MP関節の白動屈曲角の三者に，

患者の使用上の満足度を加味して評価した 全例に比較

的良好な成績が得られ，患者にとっても不満も少ない.

しかし示指伸筋腿移行例の中には，多少の愁訴を残

す症例も存私した すなわち， 母指の異和感，ピンチカ

の低下，母指の易疲労感，示指独立伸展力の滅弱などで

ある 一方，架橋監~移植施行例は 4 例と少ないが， 母指

MP関節屈rlllにやや制限が残るものの， ほぼ満足すべ

き成績で、あった

長n指{中筋腿!損傷は， 円常の臨床でもしばしば遭遇す

る疾患である 原因は開放創によるほか，皮下断裂とし

ても発症する. 過去 10年間に教室でとり扱った長舟指

仲筋鍵損傷例は 55例であり， そのうち手術を行 ったも

のは 50例である. 今回， その治療成績を検討するとと

もに，治僚上の 2， 3の問題にもふれてみたい

症例

全 55例中， Y1 40 例，女 15 例と~)性に多く， このう

ち 17例が皮下断裂であった.損傷のレベノレを Verdanり

による zone別区分で分類すると， zone 1 ・5例， zone 

11 : 12例， zone V 2191]， zone vl : 13例 zoneVJ[ 

17例であり， このうち皮下断裂は， zone 1 4例，

zone VJ[ : 13例であった 皮下断裂の原因としては，杭

什下端'11折尺 RA， ステロイドの局注， および先行す

る外傷性因子としてのスポーツ損傷3)があげられる.

乙ム ，a;; 
'口 Z医

手術的治療の内訳は，腿前進 .llJ縫着術 2i日J，端々縫

合術 20 例， 架橋腿移植{~j 4仔11，示指イ中筋腿移行術 19(71] 

であり ，新しい試みとして，長手:筋腿を送力艇に用いて

再建した症例は 5(7IJであった(表 1). 

腿縫合体Iは， 受傷から手術までの期聞が 1ヵ月前後ま

でであれば，どのレベルにおいても選択されており ， 表 1.各術式および zone別の症例数

…1 

120  
1 12 

o 0 

o 3 

o 0 

VJ[ VI E E 

、F

」

Key words: tendon injury， extensor pollicis longus， 
tendon transfer o 0 

2 2 

3 0 

5 10 

3 2 

一

0

3

1

1

0

一

15 法

健前進術

腿縫合術

腿移侃i術

示指fiI'筋鍵移行術

長主主筋腿移行術

キ M.Furuya (医長)・山梨県立あけぼの医療福引lセンター整形

外科 (~407 韮崎市旭町上条南;号IJ 3313-1; Dept. of Orthop. 

Surg.， Akebono Medical & Welfare Centre， Nirasaki); 

M. Ikctani (助教綬)，Y. Shirai (教侵)，M. Hirukawa， 

F. Usami， S. Oba:日本医科大学柊形外科
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長掌筋腿移行術について

長母折1111筋鍵損傷の比較的新鮮例に対

する治療法として，端々縫合術やヲミml院
移NI術を泊応、とする考えに~~論はないと

忠われる しかし|凍旧例では，長母折

仲筋腿の excursion がすでに不良とな

り，原力跡、としての機能があやぶまれる

場合も経験上切らかである.この事実が

示折や11筋血t移行術を選択させる要因とな

っており， I司じ後旬間神経の支配下にあ

る筋の移行体Iを有利とする考え方もある.ところが，示

指11j1筋)此移行例lにも前述したように川辺は皆無ではな

L、

筆者の一人池谷らは，徒骨神経府:縛秒.IJの長母折11j1筋肢tt

:jTi建1A，iとして，J古学筋!院を送力腿とするプn1;を発表 した

図 2.症例IJ 3目術後 2年8ヵ月

図 1. 長学筋艇をJIJ~ 、る再建術

が7)，今回， 長母折111 I}iYi腿損傷例にもこの方訟を応用し

た.ここにこの小経験を述べる

手 術方法

前腕隼;側にJ:a位部と述位 1/3部の 2ヵ所に皮切をお

き，古ii者で長'学筋腿を切離し後者の皮切部に引き抜

図 3.症例 4.術後 10ヵ月
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く 次に方形川内筋近{立郊で刊間膜を約 1.0xl.Ocm

切除する.引き抜いた長乍筋腿をこの15ft宮、部からí'~Mへ

もたらして， zone vnて‘の損傷例ではめ(m送力腿として

移行する ZoneVIでの損傷例では， 当日橋健移 fl((j~iを行

って移行する . 移植血~には，残存する長母指 {111 ilJj)綻近üi.

部分を用いるか，旋~!I]手根卯!ilJj艇を~I':f\il(切除して利用し

でもよい(凶 1). 

以下，本法で再建した症例を示す.

症例 1.29歳，男 レベ ノレ zonevr 
ガラスによる開放損傷.受傷後 2ヵ月で当科を紹介さ

れた 本例では近位に残存する長母指令I1筋粧を採取して

mい，約 4cmの匁橋健移舶を行った 術後 4年 3ヵ月

の現在，成績は優.

症例 2. 29成，男 レベ ノレ zonevr. 
交通事故による開放損傷 受傷後 2ヵ月で当科を紹介

された.前医で長母指{rll筋腿の縫合を受けたという 本

例でも残存する長母指仲筋腿で約 3cm の架橋阪~移舶を

行った 術後 3年 7ヵ月の現在，J求総は似

症例 3.16歳，男. レベル zonevn 
交通事故による開放損傷.受傷後 1ヵ月で当科を紹介

された 長掌筋腿の移行術を施行.術後 2年8ヵ月の現

在，成績は優(図 2). 

症例 4.46歳，男. レベル zonevn 
続'¥'J下端'¥'J'折後の皮下断裂.受傷後 6ヵ月で紹介され

来院.本例では採取艇として続側手似J:l!筋を半切して用

い約 3cm の架橋匝~移随を行った 術後 10ヵ月の現在，

成績は優(図 3). 

現在まで本法の経験例は 5例と少ないが，比較的安定

した好成航を得ている.移行腿!が背側を通過するため，

多少の学四ilJlJ1製を残すが， 前l腕同内1"1外運動に支障な

く，母指ネ上運動はきわめて良好である.

Iミiordan8)は侠骨神経麻痔例の母指機能再建法として，

長学筋l民Pを送力鍵として用い，母指外転 .{II')長の二つの

機能を代償させている.そこて

1)".れt独の機能}何ヰ建法として，長母指{'I'筋鍵を'fll';l]学的原位

1i'1~ のままで滋力!健として移行が行える方法を考案， 施行

した 長n指伸筋量~l:本の再建には長掌筋腿の仕事量で

十分代償できると考え9)， また， tJ間膜をiuiすことによ

り， 走))側!の走向が straightになることも有利である

と考える.

以上， 当教室における過去 10年間に扱った長母指伸

筋腿損傷の治療経験を述べ，併わせて， I涼旧例で原力源

が機能しない場合，長常筋鍵を用いて再建する方法を述

べfこ
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外傷性指伸筋)腿欠損に対する siliconetendon spacer 

による二次的修復について

Secondary repair for traumatic defect of digital extensor tendons with tendon 

transfer or free tendon graft after silicone tendon spacer insertion 
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近年 heat press injuryや交通事故などで，手指ま 症例 2.26歳，男

1749 

たは手背より前腕にかけての広範かつ高度な皮l白'損傷を 右手背を交通事故で受fおした.当科では手背皮附が比

伴った多数指伸筋血~欠損症例がみられるようになった. 較的良好であったので tendonspacer のみを挿入し

これらの症例はだいたいにおいて，一般外科医のもとで 二次的に FCUを palmarislongus tendon を介して

初期治療を受け， cleansingや coverなど適切な処置を EDCへ transfer した 術前術後の成績は表 iのごと

受けることなく感染を併発し，創が娘痕化してから専I"j くであるが， 手関節， MP・PIP・DIP関節のいずれも

医を訪れてくることが多いが，特徴的なことは指仲肢の 良好な成紡が得られている

みならず，背側の搬痕，癒着のために屈曲も阻害される 症例 3.27歳，男.

ことである.われわれはこのような症例に原則として級 プラスチァタ成型機でホ手より前腕にかけ圧挫された

痕切除，腹部有茎紅Il支を行い， 同時に silicone lendon heat press injury である. 当科初診時は凶 2aに示す

spacerを挿入し， 二次的に bridge lendon graflある ように開放創のままで峻死，感染を併発していたー杭 ・

いは tendontransferなと・の腿刊建体Iを施術しかなり 尺'f'lは開放骨折を起しており，尺骨にのみ Kirschner鋼

のよい成績を得ることができた. 線 l本を車IJ入し骨折部には wlflngが施してあった

症 例 が， 位'lî'f t. 1!~処置で， 鋭 ・ F(骨ともに骨折部で著しく屈

われわれの倣ったhi例は 6{YIJで，すべて陳旧症例であ 曲変形しており，前述の壊死部には骨片が凶出してい

った 1.:. . 

症例 1.18歳，女 当科では'，'f片摘出 rOlalionf1ap， frec skin graftを

山手をローラーにはさまれ， 子i''f音I1を deglovingin. 行い，さらに bonegraft， plate and screw による骨接

jury様に剥脱され， 他院で初期治療を受けたが域必， 合f~jを施し， 凶 2b にノ'J ~すような状態とした. 次に干J'

感染を起した 当科では感染鋲的ののち腹部有茎紅UAを 癒介完成ののち|付固定金属抜去，続いて将来の tendon

行い，第 l・第 1I EDC欠損部には tendonspacerを lransferの走行に一致させて tendonspacerを挿入し，

ゑ、性して総着していたt.nm EDC には siliconesheelを 腹部有来何UAで coverした.

tイl入し，二次的に palmarislongus tcndonによる bridge その後， FCU の EDC への transfer と EPLの

を行った 術前術後の手指の屈1111および仲肢は凶 1に示 lengtheni時を施術したー さらに，あとで手背部で EDC

すごとくであるが， ~~j起すべきよし、結果が得られてい の tenolysisを行ったが，このさい siliconesheetを挿

る. 人しl与癒Jiの防止をはかった

Key words: digital extensor reconstruction， silicone 
tendon spaceJ 

ホ M.Asai (講師)，K. Takahashi， K. Hanai， M. Ishii， Y 

Suzuki， T. Matsunaga (助教授):岐i;:大学整形外科(Dcpt
of Orthop. Surg.， University of Gifu， School of l¥lcdicine， 
Gifu) 

術後の11¥1展および厄:1]llv主図 2cならびにdのように，

受傷Hふ重篤な損傷(図 2a) であったにもかかわら

ず，よし、結果を得ることができた.

症例 4.38歳，男

右手より前j腕にかけ政盤にて受傷し，焼 ・jて骨の開放

性廿折も合併していた 他院の整形外科で初J~l治療を受
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a 県主詮主 ~.-i:~ 訓島日 動.b 

c I 明開酬明厩曹関醗~T_:_~_---:J 11'"""''''-';;'' ....:t..!:::.且 ' 郁 ~" ・ R J d 

a. Post ope. Aexion b. Post ope. extension c. 1'rc ope. Aexion d. Pre ope. extcnsion 

、vnst

pre-op. 

index [ 
fl. 45。
ext. _25' 

middle仁
日. 45' 
ext. _25' 

ring f. 
日. 45' 
ext -25' 

little仁
A. 45' 
ext. -25。

図 1.

表 1.Evalt刷 lon

日.
ext. 

MPJ 

post-op. 

64' 
-20' 

64リ

。。

68' 
_18' 

720 

_30' 

pre.op. 1'ost-op. 

50。
300 

prc-op. 

120。
-120。

120。
-120' 

120' 
-120' 

120。
-120' 

fuJl 
fuJl 

P1P.J 

post-op. 

fuJl 
fuII 

fuII 
fuIl 

fuII 
fuJl 

fuII 
fuII 

DIPJ 

pre-op. post-op 

800 fuIl 
-80。 fuIl 

80。 fuII 
_800 fuII 

800 fuII 
-80' fuII 

800 fuII 
-80。 fuII 

follow-up tcrm: 2 yrs. 3 mos. 

けたのち当利を紹介され転院した.当科では症例 3と同 do sheathの外で FCUを EDCへと移行 し，別に PL

様の処位をfjったが， tendon transferにさいして spacer を EPLへ拶行した

と transfertendonの走行が一致せず， やむなく pseu- 術後のilJ動域は pseudosheath を泊したものよりも劣



外傷性折flþff充血~欠損に対する silicone tendon spacerによる二次的修復 1751 

a b 

c d 

図 2.

表 2.Evaluation 

wnst 
日.

ext. 

恥1PJ

prc-op post-op 

thumb 
fl. 300 40。
ext. -20。 。。

index f. 
日. 70。 45。
ext. _200 15。

middle f. 
日. 70。 500 

ext _200 -15。

ring f. 
自. 50。 400 

ext. 200 _150 

1 ittle f. 
日. 100 30。
ext. 。。 -20。

っており， この方法の有効性を確t認するとともに，

transfel に先立つての spacer j，:n入は正確に行うことが

肝要であると反省させられた(炎 2)

pre-op. post-op. 

10" _150 
5。 40" 

PIPJ DIPJ 

pre-op post-op pre-op. post-op. 

40。 450 
。。 10。

750 700 450 450 
。。 00 100 250 

75。 800 50。 500 
。。 。。 100 _ 50 

80。 850 50。 600 

-10。 。。 _100 150 

75。 400 450 500 

_200 _200 -10。 200 

follow-up term: 7 mos. 

症例 5. 20歳，男

右手'1~を交通事故で受fPJ し，皮Ii可は搬炭化し， 第 1 • 
Jl . m EDCは欠損し， m IV EDCは縦痕と癒着して

いた 当科で廠痕切除，腹部有茎紅i皮 tendonspacer 
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表 3.Evaluation 

pre-op. post-op. 

、Nnst
-t
 

-
x
 

n
e
 

400 

30。
64。
510 

MPJ y
J
 

P
A
 

--五P
 

DlPJ 

I post-op pre-op. post-op pre-op・ post-op. pre-op. 

index f 
n 400 70。 60。 108

0 
33

0 
72

0 

ext. 40。 00 _320 。。 。。
00 

middle f. f1. 500 
66

0 82。 105。 72。 82。
ext. 400 _160 -12。 14。 。。 0" 

nng仁
日. 34ゆ 620 820 110。 520 70。
ext _120 _160 _100 。。 。。 。。

little仁
日. 45。 81

0 
760 960 620 86

0 

ext. 20
0 40 。。

0
0 50 。。

fol1ow-up term: 2 mos 

折入ののち， 二次的に plantaristcndonによ る bridge

graftを行った

術前後の可動域は表3に示すごとくであるが，まだ術

後 2ヵ月にもかかわらずかなりの1"1復がみられており ，

動はま った く不能であった.こ の症例に対しても同様の

治療を行ったが，spacer周辺より感染を起 し spacer紋

去のやむなきにいたった.

初期治療時に感染を惹起し，その鋲静に長期間かかっ

今後の exerCIseにより， さらに改汗されよい成絞が得 た症例への異物挿入は慎重に行うべきであると反省して

られると期10される. いる

症例 6. 37ぷ，男. 現在 centralbandの lengtheningにより加曲"rtjg

ベニヤ板加工の機械に左手t:'li''fiJllIより手指，前腕にか となったが，今後，さらに伸展ブJのNmの予定である.

けて圧挫された heatpress injuryである.他院にて初 むすび

期治療を受け，感染を併発した 受傷約 1年後の当科初 当科で行った手-I'f皮!併の高度損傷を伴った隙旧性多数

診時には手折は広範に疲痕化し，搬痕1((下は子恨↑;-， '1' jl1折イ1[1筋腿欠損症例に対する siliconetcndon spacerに

手'J!j・とし、ぅ JI:1;f;に不良な状態で lii]腕はケロイト状に@! よる Ili~ f~i とその結集について報fりした.

化し， 一部にスタンプ植皮を受けていた.出 ・仁I'j行の;'1



<V. Microsurgery> 

DIP関節より末柏、での切断指再接着術の遠隔成績

Follow-up study of the finger replantation distal to the DIP joint 

平松|径夫

大久保山一

宝 田 景 久

ifb田警嗣

富田泰次

中村 信之*

1753 

従来， DlP関節から末将jで、の手指切断例で‘は， 単純 例 28%，再接着部捕が 2例 8%にみられたが，断端神

に断端形成術を行っても機能的には日常生活に支障を及 経腫による疹痛を訴えた症例はなかった.

ぼすことがほとんどないために，再接着術の適応は小児 手術した指の使用状況は， 23例 92% とほとんどの症

や女性以外にはあまりないものと考えられてきた.筆者 例がよく利用していた.また，ボタンのつけはずしなど

らの教室では，こ のレベルで、の切断例に対しても積極的 の細かい作業に関しては，容易にできる者が 22例 88%

に再接着術を行ってきた. ときわめて良好な成績であり，これは二点間識別距離が

今回は，これらの症例の成績と，挫滅が高度であるた 平均 8.9mm と，知覚の回復が良好であるためと考

めに刊接着を行わず断端形成を行った症例の成紋とを比 える(表 2). 

較 ・検討したので報告する 職業に関しては，現在，受傷前と同じ職業を続けてい

症例 る者が 14例 87.5%，転職した者が 2例 12.5%であった

DIP関節よりも末梢て、の切断指川銭着例は 37例 43指 就労までの期聞は 2ヵ月から 9ヵ月，平均 3.8ヵ月.治

で，その成功率は 97.6% である. 総までの期間は 3ヵ月から 11ヵ月， 平均 6.0ヵ月. 入

これらのうち今回 6ヵ月以上経過し術後成総を調 院期間は 11日から 54日，平均 21.8日であった(表 3)

査しえた1""例は 25例 27指である 性別では男 17例， 以上の成績か ら， DIP 関節より末梢での再接着例の

女 8例，左右別では左側 10仔U，右側 15例である.受傷 成絞はきわめて良好で，患者の満足度も高いようである.

時年齢は 1歳から 60歳，平均 20.8歳，術後経過期間は 断端形成例

最短 11 ヵ JL 最長 7 年 2 ヵ月で c5ド J~J 2年 8ヵ月であ 末梢の挫滅が向Jn:なために，Pi般若を行わず断端形成

る(表 1) を施行した症例は 70例である. そのうち 6ヵ月以上経

遠隔成績 過し今1"1調査しえた出i例は 17例 27指であるこれら

二点間識別距雌は 3mmから 15mm，平均 8.9mm の症例lの受傷時年齢は 6歳から 70歳，平均 38.0k長，術

であった. 後経過JW問は 9ヵ月から 20年，平均 2年 10ヵ月である

指の萎縮度を爪似部の周UIHfを測定し，世s側と比較す (表 4).なお， 社会復帰の状況に関しては 70例のカ

ることにより表わすと 11%から 12%，平均 2.3%と

軽度であった. ピンチカを他側を 100%として比較す

ると， 23%から 175%，平均 75.7% と力強い把持がで

きるようになっていた Cold intoleranceは 9例 36%

に認められたが，いずれも成人例で，小児例には認めら

れなかった. その他の主な所見として， 爪の変形が 7

Key words: replantation， DIP joint， follow-up study 

キ T.Hiramatsu， K. Murota (教授)， Y. Tomita (講師)，

K. Okubo， K. Takada， N. Nakamura:東京慈恵会医科大

学整形外科(Dept.of Orthop. Surg.， The Jikei University， 
School of Medicine， Tokyo). 
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表 1 再接着症例

例 25i0J 27指

性別 !万 17例

女 8{日l

左右別 左 10例

右 15例

受似11ド十齢 1 歳~60歳

平均 20.8歳

術後経過期間

11 ヵ月 ~ 7 年 2 ヵ 月

平均 2年 8ヵ月
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表 3.社会復帰の状況表 2.遠隔調作成績

再按 lr- 例

8.9mm 
1、間識日Ij距雌 I 1'0 ~~ v ~.~ .. :_~ '¥ I I (3 mm~15 mm) I 

指の萎縮度 2.3% 

(制問壬ー)手術側刷I!~径 I ( ll%~ー 12%)
健側閥I!lj径 /

( p術側¥ I 94.6% 
握 力 (J~. ，~ I:..~{'J ) n::.c~~ ' V~~"O/'\ 

i世lln!IJ/ (55%~147%) I 

( ~術侃リ 75.7% 
ピンチブJ 他而 I (切~175%)

指の痛み 8.0% 

cold intolcrance 36.0% 

使用状況

よく使用し てレ 92.0% 
るボタンのつ:r
はずし

tδ み; 88.0% 

不自山 8.0% 

凶 1世 4.0% 

ノレテを利)11• 検，/，1した

再接着例と断端形成例の比較

1tfrJt:1J形成仰l

76.9% 
( 17%~119%) 

67.9% 
(l 3~百~ 190%)

58.8% 

52.9% 

82.4% 

17.6% 

47.1% 

35.3% 

両者の比'1攻は表 2のごとくである. lliU)， ピンチ))と

も多少j1j桜ぷ例のほうがすぐれていた

指のJlyiみに以lしては， 断端形成仰lでは 58.8% に断出

部痛を訴えているのに刈し. Pf接~YíWIIでは PJ1安打却にがi

みを訴える伊IJがわずかに s%にすぎなかった

Cold inlolerance については. 11ft主45例で 36.0%.

断封;o形成例lで 52.9%に1認め られ， ジンジンする強い痛

みは断端形成例に多くみ られた

J行の1'l!!1l状況に関しては. 1Jj J~ ~γi 例のほうがよく 利用

しており，また， ，1，51ンのつけはずしなどの細かい作業

でも l，jJ織であった(ぷ 2)。

.fI::会復制の状況について比較すると，受!Viljijと|司じ職

業を絞けている占は両者とも[，村A度であり，また，就労

までのJWli:tlには洋は認められなかったが，治総までの期

間に関しては，断端形成似lのほうが平均 3.9ヵ月と早か

った(表 3)

考 察

DIP関節より末柏、でのP}後ぷ例においてthi)J. ピン

チ力，そして指の巧徽性などきわめてすぐれた成航が何

られた その理由としては，物を力強く抱持するために

は指の長さが卜分に必要であり，把底値lにがlみがないと

|再接汗例 断端形成例

受似liiiと同じ職業 I 87切 86切

3.8ヵn 3.7ヵ刀
(2 ~ 9ヵ月) (1 ~ 12 ヵ月〉就'')jまでのj閉r::]

1f}~台までの j切川 | 60カ月 3.9ヵ月
(3 ~11 ヵ月) I (1 ~山 月〉

21. 8日 5.6日
( 1l ~54 日) (O~ 100 日)入院期間l

表 4.断端形成症例

断端形成の症例1I 17例 27j旨

受仕~j 11キ年齢 6 h~~70歳

平均 38.0歳

術後経過WI/HI 9 ヵ n~20年

平均 2年10ヵ月

い うことが何よりも大切であるからである.再銭Ji例で

は可及的に神経縫合を行っているので，神経腫による痛

みがなく， また， DlP関節というかなり末梢部での縫

合であるため，その知覚の回復も良好であるので，機能

的にすぐれた指を II}illて、き，患者もよく指を利用してい

るものと忠われる とくに小児の計上肢必例においては，

cold intoleranceを訴える症例はなく ， 知覚の/"1復や指

の発行も良好であった.

11会復帰の状態に関しては， 一般に考えられているほ

ど断川形成例では!tlくなかった.すなわち.{Uが治癒し

たとしても断川iiMli'iや指の拘紛i.そしてジンジンするよ

うな桁の痛みがある程度やわらぐまで患者はi殿場復帰し

ないよう である. 一方.TfH姿泊例では就労と治癒までの

JDWJHこ2ヵ月とL、う差がみられた.これは，也者自身の切

断指への不安感や，就労しなが ら術後の指の状態を経H寺

山Jに観察していこうとする姿勢が現われているものと思

われる.

まとめ

DIP関節より末梢での切断指刊接ldi，機能的にも美

容的にも，也、者の満足)えも，そして社会復帰，の面か らも，

断端形成に優るとも劣らない成総であった.それゆえ，

このレベノレでの切断指では，意1Iの状態が良好であれば，

成人であっても:rH安打を試みるべきであると考える.
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手指末節部切断再接着例の検討

Clinical experience in reattachment of finger tip amputation 

山 町控刷

長谷川 徹

奥坊 Jぷ土

難波泰樹

赤司浩二郎

野 il耕 司

手術の指尖 ・jfi腹部は日常外似によりも っとも損傷を

受けやすい部依である.この部位は切断指再按刀の zone

I・11に相当するが，われわれは microsurgical手投を

駆使・して， 'JlH以「lのため当科を受診したすべての?よ例に

試みた

症 例

症例lは 51症例 63mで鈍加に よる 挫滅切断が多く，

clean cut例は 1/4弱であった これは当科へ受診した

蛇例を)!((選択にJI}接着を試みたためで，ちなみにこれら

の症例数は当季| で施行した指切断内接~jhl 例 1 38 例の

1/3強に相当する。

年齢はfrs):{1三少 1}Iぷ2ヵJJか ら66h誌にわた っており ，

クJ35 {71] 43指，女 16例 20指であった 左右})Ijではれ 45

指， 左 18j:1であった(表 1). 指別では第 3指にも っと

も多く ，次いで第2j行，第 4f行と長いJ旨に多くな ってい

た(表 2)

先全断裂{行は 35j行で zonc1での切断が多かった.干上

接」5失敗例はすべて元企切断伊1]であった.

症例1. 25歳，男

右釘~ 2指をワイヤーにはさまれて受{おした Zone 1 

での不全切断でJ旨背のわずかの広j百で A絡していた.

動脈 i本，l'rMV~ 2本をl吻合した.術後 3年 6ヵ月で爪の

変形がみられるが， 指腹部の委縮はな く，二l.(識別覚

(TPD)は 4mmでよ く使用していた〔凶 1). 

症例 2.36歳，男

右第 3・4指をロー ラーで受傷した. いずれも zone

Iでの不全断裂で，深J行届筋腿のみで述絡していた. 挫

滅が強 く第 3 指は 2 本の動脈にl\"f' 1V~移植を行い ， 第4t旨

は近位断端の archの音s分の動脈をI!:']転させて末伯封;ijと

Key words: reattachment， finger lip amputation 
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図 1.症例 1 25歳，男
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脈 1木を 11ー0糸でl吻合したが. i'rM脈はI!?J)合で、きず，

パ リン加生食水の滴下を行って生活した 術後 9ヵ月で

あるが，普通に使用している(凶 4). 

考 察

Zone 1 • 11で‘のI)J院rrは一般に1写接析はむずかしいとい

われ，積極的に再接li"を試みた報告はみられない この

末節部では動脈は細くなっており，さらに archを形成

していて. zone 1では終動脈状を起していて極端に細く

なっている また • J.x府や皮下組織に可動性が少ないた

め，静脈のi吻合はとくに困難である.われわれの披年少

例の症例では動脈の太さは 100μ の主|がかろうじて通

表 2.

J、、

科タ卜耳5

吻合した. i'(fiW~は各 1 木をl吻合し刊接着した u日後 2年

でTPDはいずれも 4mmでよ く使用している(凶 2). 

症例 3. 4ぷ，女.

幼制i 図で1二i 釘~ 4指を縦に巻き込まれて切断した.骨は

骨白;ti軟骨部で切断されていたが，術後 3:9三 4ヵ月の現{t，

では骨の発nは良好でよく使用している(凶 3) 

症例 4. 1成 2ヵ月，女.

スライサーにて右第3jfiを zone1で半切断した !fj)J 

整巻 34・号 12(臨時刑1'1J)

表 1.

1756 

24 

11 

zone 1 

zone 11 

3 

7 

10 x 

8ム

5 

2 

I 

E 

E 

W 

V zone j 

zonc Il 

完 全断裂

不 全 断 裂
l17 28 

ムl主部分壊死

図 2. 症例 2.36歳，男
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る太さであったが， HIの縫合で動脈のl吻介はできた.

この zonc1 • Ilの部位ではs1t脈の11.吻合はできなくと

も， 動脈をl吻介すれば fishmoulh法やわれわれの考

案したへパリン加生食水の滴下法により持;b'eli¥血させう

っ血を防くことで，生新可能である このようにしてわ

れわれはこれらの zone1・IIの切断に対して， 無選択

に刊接訴を試みて， 51 症例 63指中失敗 3j行，その他 3

折に部分岐死をみた以外生れするという良好な成績をjf}

tc.. 

術後 6ヵ刀以上経過した症例は 32症例 42折 である

が， 76% の 32指がrl常よく使用していた. また，知覚

は 35指の 80%以上が TPD:10 mm以下で，美容的に

は全例満足していた この zone1 ， ]]の切断に対して

はむやみに断端形成を試みることなく， Hll霊的に再接Jrf
をすべきと考える

文 献

1) III~!H変樹ほか:整形外科 33: 1458， 1982. 

図 3 症例J3. 4歳，女

図 4.症例 4 1歳 2ヵ月 ，!J:

ll.l J 
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手掌部切断再接着例の検討

Clinical survay of the replanted hands at the level of palm 

進 山内 茂樹 島村浩一

橋本二美男 吉村光生*

本 田 敬 宜 野村

字賀治行雄

低 21点，最高 83;.'1，(平均 56.4;.'U であり excellent

l手， good 9手， fair 6手， poor 4手であった Ex-

cellenlと good を有用な手とすれば， 10手 50% にお

いて有用な手を獲得できた.不全切断(有用な手は 2手

25%) は完全切断(有用な手は 8手 75%) より成績が

劣り， プレス機による切断(有用な手は l手 20%) は

他の受傷原因によるものより成絞が劣った.

年荷台と成績に朕lしては， 40 歳以下の抗i~例に pOOI はな

く，神経再生のわるさ， リハビリテーションへの消極性
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一般に手掌部切断は再桜訴のよい適応といわれるが，

その機能的予後は再接着指に比べてわるい.

今回われわれは，手掌部切断を 13指以上の切断の形

をとる例において，手関節ーから MP関節までの領域で，

同関節を合まない切断」と定義し 当科における過去 8

年間の応例を検討したのて‘搬告する

症 例

27例 27手で， 手掌レベノレのみでの切断は 23手であ

り，ti'i部や前腕部での切断をもイ)"f)tした多重切断は 4手

であった. 今1"1は純粋に手掌部切断のみを検討するた

め，多iIJ:切断例を除外し手掌レベノレのみでの切断再接

清のうち成功例 20手について検討を加えた.

20手の内容は， 男 14手，女 6手であった.受傷時年

齢は 5.5~60 歳(平均 43.2 歳〕であり， 40歳以上の症

例が 75% を占めた. 受傷原因は電動鋸 6手， プレス機

5手，コンパイ ン4手と圧挫滅症例が多かった.完全切

断は 12手，不全切断は8手であった 阻血時間は 4~

13.5時間(平均 911寺間)であった

ffE例の機能評価のために，客観的および主観的な点よ

り評価が可能な玉井の方法りを用いて検討を加えた

結果および考察

玉井の評価法(100点純一点)に従うと， 最終成績は最

表 1.術後合併症

artcrial or venous disorder 

partial skin necrosis 

massive skin necrosis 

rcfraclory edema 

wound infcction 手

一

5
に
1
v
q
r
u

っ
ο

2

図 1 手当主部切断のタイプ分類別の成績

(玉井の方法による〉

Key "，ords: rcplantation， palm 

キ T. Honda， S. Nomura (教綬)， S. Yamauchi， K. 

Shimamura， Y. Ugazi， F. Hashimoto:金沢大学格形外科

(Dept. of Orthop. Surg.， School of i'vledicine， Kanazawa 

University， Kanazawa); M. Yoshimura (Jj}J教綬):福井保

科大学務形外科.
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などの要因をも考慮すると，高齢者ほど有用な手を獲得 た(図 1) 

しにくいといえる 総得点で. A型は平均 31点ですべて有用な手となら

IU[J(r[時間が 4時11¥1から 13.5時間のぬ聞においては， なかった.D型の poorの1例は高所よりの鉄板落下と

最終成績とのあいだに相関はなか った いうIlffi-の特殊例であることを考慮すると. B・C.D

術後合併症は.11手に 17{'ドみられた(表 1).そのう 型の成紅iは一様によかった 一方で， 環桁や小指が1!!~傷

ち有用な手とな った痕例は 4手 36.4% と低率であった. であるにもかかわらず，母指の煩傷度がやや強いE型で

介併机はすべて感染と循環不全に基因するものであり ， はB・C・D型に比べて成績はやや劣っていた つま

両者に対する予防と適切な処irtが主要な成績向上閃子と

なろう.

二次的機能再}Ji術は. 18手にのべ 93件行った(表

2 ). しかし LI的を達成できた手術は広府性娘痕拘紛i

除去とほ指対立機能Ti}kl!のための手術のみであった つ

まり . );11覚同復や指"J動域獲得 のための神経 ・腿の長11

~f ・ 移 fl((術の成献は予怨以上にわるかった . 手'宇部切断

においては，生日12).吉rl¥3)も述べているごとく ，神経 ・

肢~ ともに， 切断部のみならず血行不良を基盤にした広範

聞な癒fIを生ずるため，二次手術は凶史[tをきわめたもの

と考えられる そのため，吉村らりも述べる ζ とく，適

切な一次修復と早期からのリハビリテーションが成h'(向

上のための重要な閃子となる

さて，われわれは，手学部切断をさらに似指の受似の

有無と骨，動脈，神経.)踏の切断 レベノレとを基本にして

5裂に分類 して〔炎 3). 玉川 の刀法の細項目を検討し

表 2. 二次郎J機能再建術の内容

skin |… n g叫
groin f1ap 

-Z-plasty 

tendon I-extensor tenolysis 

f1exor tenolysis 

tendon graft 

tendon transfer 

L~:~:~~.a;~ -~;~:I 

nerve gra仇

JOlnt -arthrodesis 

I mobilization叩山omy

ligament plasty 

Lilicone impl:~~ 
bonc correcltve osteotomy 

11 

4 

11/26 

13 

20 

6 

2 

1/42 

4 

3/7 

3 

6 

4 

2/15 

3/3 

表 3.手学日ffl切断のタイ プ分;la'i

TYPE A TYPE B TYPEC TYPE 0 TYPE E 

No.of case 3 hands 3 hands 6 hands .. hands .. hands 

amputation level 

bone carpus I metae，叩us I metaearpus 12nd -5th metae町 pus 1 st -• th mdaearpus 

置tery radial & ulnar a. palmar arch common digital d. common digital a. common digital a 

nerve ulnar & median n common digital n common digital n common digital n， common digital n， 

flexor tendon zone 5 zone • zone .. lone .. zone .. 
( Tsuge) 

extensor tendon zone 7 zone 6 zane 6 zone 6 zone 6 
(Verdan) 

result 
60 points < | 日 /3(日%) I 2 / 3 ( 67 % ) 3 / 6 ( 50 %)  I 3 /. ( 75 %)  1 2 / • ( 50 %】

( exeellent + good ) 

L 叫
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1760 巻 34・号 12(臨時l曽刊) 整形外科 1983 "下11月

り，母J行機能の残存度が成績を大きく左右していると考

えられる.

評価項円別にみると， ROMではA 'D ~j!の成績は

他の 3型に比べてわるかった ただ， DJR.!は健常な母桁

が採点対象となっていないため，切断された手全体とし

て母指をも合めて採点してみると， B' C・D .E型jの

成績に差はなかった. A砲においては， 屈筋腿は zonc

5 (Tsuge)で，イ申筋鍵は zone7 (Verdan)で断裂し

ともに一次 ・二次修復が閑算出なため，成績がー}干しくわる

かったと考えられる

知覚回復において A型は他の 4型に比べ苦しく成績

が劣っていた 知覚の細項Ilまで検討可能な111内の方

法5)で判定してみると， B' C ・D .E型では全例知覚

がl{~現し TPD も一部症例で 15mm 以下とな ったのに

対して A翠lでは知覚の出現しない折もあり TPDは全

指 20mm以とで知覚の回復は;11常にわるかった ROM

同様， A型の成績が著しくわるかったのは， IIA'・尺骨

神経が運動校の分校前て‘挫滅を伴って切断されるため，

正確な [unicularsutureが困難であることと， 手t良管

内で鍵などとの強い癒着を生ずることが原因と考えられ

る

ADLでは，A型は「押す」私'皮の動作にしか使用され

ていなかったが，他の 4i¥せでは利き手でない場介でも，

かなりお極的に使用されていた.

J'J覚症状，外観， 患者満足度において， B' C' D型

は平均 70%， E型は平均 60% の得点率を示したが，A

型は平均 40% の仰点率と成績は劣っていた.

結語

1 )手掌部切断のうち，手根骨部切断は他部位切断に

比べて成績は著しくわるかった

2 )二次的機能再建において，皮)向性搬痕拘縮除去術

と母折対立再建都1では良好な結果を仰たが， 血~ ・ 神経の

長1)時1I・移転1術では十分な効果が得られなかった.

3)機能的予後に影響する因子として，損傷状態，母

J行機能の残存度，神経の切断レベル，術後合併症，高年

齢が考えられた

4)母析機能の損傷が少ないほど予後がよいことよ

り，jIJ接才l時には似指を外転対立位に保持するととも

に，二次手術においては母指機能ir}述を最重点目標とす

べきである.

文献

1) Tamai， S.: J. Hand Surg. 7: 549， 1982 
2)生川義和ほか 整形外科 32:1525， 1981 

3)吉津孝律r:整形外科 MOOK15: 81， 1980 

4)吉村光生ほかー整形外科 32: 1626， 1981. 

5)山内茂樹:中部整災誌 23: 1475， 1980 

上腕部神経 ・血管同時損傷の治療

Treatment of neurovascular injuries in lhe upper arm 

7lf村 光 J:. )1:村快 一 町村進

111内茂樹 品村浩二*

1975年 8月より現イしまでに， 上腕部での神経 .lf1l管

同時損似例 16例に対し， Ifll4~;および神経を修復したの

で報告する.

Key words: microsurgery， replantation， nerve suture， 

major replantation， nerve graft 

* M. Yoshimura (助教皮)， S. Imura (教授) 福)1ニ医科大γ:
整形外科(Dept.of Orthop. Surg.， Fukui Medical School， 
Fukui)， S. Nomura(教授)， S. Yamauchi， K. Shimamura 

金沢大学整形外科.

症例

16 {7IJ中， 男 15例，女 1例で，受{仰がT齢は 6歳から63

J此までで， 平均 34歳 1方月であった. 受傷原因はベノレ

トコンベアや巻き上げ機による損傷が 8t列と最多で，ガ

ラスによる損傷 4例，交通事故その他が 4例であった.

鋭利損傷はガラスによる損傷 4例のみで， 他の 12{71)は

挫減が強く，神経1([1管とも引き絞き損傷が多かった.完

全切断 3例を合めて，税骨 ・正中 ・尺骨の 3神経ともに

断裂していた症例は 5例で，2 :flll経の断裂 4例，単-'pll
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の治療について， ML骨 ・11=cj'・尺'甘 3tti l経のうち l ~

3 filif.壬がm傷されても創傷をまぬがれた神経のある場介

は，後日刊悠討すを)Q加することも II[能で._I:I伎の機能附

:与はそれほど強くなく， ヰI川な 1.)]主として利用してお

り.T術のよいj白i応である. :1 tti，*予とも断裂し r::J伎の

拘滅がJJIJわったI，tヨタIJの治療が川)忍となる. 3ネ'1'経ともに

断裂していたのは 16例'1'5例で(}<3).これらの症例

について述べる ガラスによる損似の第 :1例以外は挫減

が強く，神経も 'ノUt~ì';flにての引き抜き損傷であった 上

腕市での切断では. .):)腕ご'.liJiA万および三j]j(筋の筋)J1iおよ

び tll'経の分布部i:， での fJ.l(JJj であり，運動の 1"1復は~aめ

ず. )腕悦'IJ筋などの1"11反もなし、場合，広背筋の移ねなと

によるM肝:IJll再B!が必IJQとなる.

症例 4.49歳，男

イ;_I::IJ立をベノレトコンベアに巻き込まれて切断.月、lの屈

イ11川、能のため. 10ヵ)J 後に広背筋移行により JH厄¥1111再

建を行い， さらに 10ヵ月後. II対自mの中r，:J{立での血~性

|占lii:と clawfingcrの焔正を行った. 1'rt'i'統の川復は，

j完廿神経 S3M2. 1::中TI'f.予 S2MI. 尺'II"f中f.fSoM。であ

っTι

「
号
コ
ロ

o
o

t
i

ヴ

t

'
E
&
 

Mo 1 ，:r 

8 

11 

7 

26 

s， I S。

1 3 

1 1 

3 

7 26 

2 

M5 M4 1 M3 1 M2 1 M， 

桃骨ドl'*主 I2 I 3 ' 1 1 

正 中神経 1 5 ， 1 ， 1 3 1 ..1. v ..L _l_ .) 

尺 骨神経 '11112
1

6 2 :; 1 6 

3 

S2 

可

A

q
J

2
1

5 

表 2 迎 動 |司 彼

奇襲 1. 知覚[ijJ復

ぉ
一1
5

1

7 

S4 

4 

2

i

l

 

4 

憐 'ir神経|

IE '-1'作t粁

尺廿神経 |

上腕部神経 ・血管内時損傷の治療

言十

経の断裂 7{JIJで， うち 5例は正'1'神経断裂であった.

li"一部位の損傷は少なく，合併煩傷が 16例rl'10例に

みられた.すなわち liIi腕骨骨折 5仔1]，肩1)¥1節l脱臼また

は'円折 3{yl]， -F目立什折 2{yl]，手折切断 2仔1]，気胸 ・!日)'百

骨折 1例，腕TI'経治腕;jvi1例であった

手術

すべての断裂した組織を可能なかぎり ，一次的に修復

することを原JlIIとしまた. J'.腕骨をtll縮し，挫滅組織

を切除後，縫介するように努めた.上l腕動脈は全例に11勿

合した. i'r!，脈玖J{;-数は. I'(fl)派3木l吻合 2例. 2本 1{JI]. 

1本 5例で. )xh可および)Ji_下的脈の一部に述続性があっ

たため. 1吻介しなかったのが 8例あ った 神経の一次修

復 14例， 一次および二次修復 1{71]， 二次修復 1例であ

った 修復方法として，縫合 13例，縫介および移他2

拶1]，移倣 1{~IJ であった

F術11卯:Jは最先j2 II.'ili¥J 30分， 段h10 I I.'H~:J 20分， 三Ji

:It) 5時間であった 受傷からlfll流再I)flまでの11与1:司は，紋

短 3時間 30分.M長 411 1911寺川で，この 1σIJを除けば

平均 8時間150分であった. 相:i'I'I-t¥.unは最少 100ml.最

多 6.900ml.平均 1.500mlであ った。 一方， 輸 1(llし

なかったのは 1(11)のみで. ~~多 6.000 mlで、|λJ:)2.300 

mlであ った

症例 1.57以， ，)J. 

ベノレトコンベアに巻き込まれ切断された 合併m傷と

して，気胸， U~ 5~ 10 肋骨骨折，ギ ;j~J~中折不全切断が

あった _I..腕骨を 4cm短縮後再抜lfした. N:骨 ・正仁l'

. )~.丹神経とも米納部での引き絞き似似で，とくに正g'

神経は削除i'似('，s1/3まで引き絞かれていた 焼'i'J神終ー

は |二腕骨のliij方へ移行し. 3神経とも端々縫介したー上

腕~Ii}J脈およびその伴走，'(11脈 2 本とパ側皮静脈をl吻合し

結果

術後 1~F-~V-の経過期 1:'<1ではィ、 l'分であるが. j((按検診

しえた 13例について述べる

知覚回復 :13例 26神経について Zacharyの分類で

みると，六 Iのごとくであった。旬以 1-:をj辺とすると，

全体としては 26神経'1.'11神経 42%で. jfe什神経では

8神経中 3神経 38%. 11ゾl-'t'I'f.手ーでは 11神経'1'6 TJ'経 55

%. )辻'骨神経では 7t'l'ff'l二'2tti'経 28%であ った 触 -

M ・ n~覚は鈍麻を示す抗(11)が人ー綿分であったが，冷党は

9 tti'経 35%に過{放をボした.

運動の回復:ぷ2に示したごとくであり. M3以 tの

1"1復は全体として 26tti'経'1'12神経 46%に. {完什神経

25%. il二中神経 63%.尺什神経 433百であった がL骨神

経では1"1復の不良例が多か ったが，長i傷部{立が筋肉への

分校白JIだったためであろう 11'.'1'神経で比較的lHfであ

ったのは，ガラ スによる cleancut 4例がし、ずれも l十一中

神経頃俗であ ったためと思われる

受{刷、?年齢が 13歳以下の 3仔1)では， いずれも知覚 ・

運動の1，，1復がlHfて、あった. しかし手全体の発育は附干与

されて小さく ，また，受{別ijイl利きだった 3(JIJとも，受

傷後利き下を/にに変換していた.

上腕部での切断をはじめとする血符 ・神経同時民傷例
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表 3.上腕動脈，焼骨 ・正中 ・尺骨神経同時損傷例

症例 年齢 |受傷機転 ・合併損傷 |山 11時間 |術中出血/輸血mll経過年数(年+月〕 i神経 :知覚回復 運動回復

l ベ ルトコンベア
R S2 Mo 

57 I x¥胸 9開 3，1附，800 7 + 5 I M S2 M3 
v-x肋骨骨折 I U S2 M3 
I-lll指不全切断

6? l 6…o I 1 + 6 

1 

3
一4

pn
v
 

市
博麻

折

機

叢

骨

げ

経

骨

上

神

腕

き

腕

前

巻

1寸 | ω

寸 8 附 ，0川川O∞側0∞ 0 ベルトコンベ 7

5 I 34 

た.手術時間 10時間 20分，阻血時間 9時間，術中li¥血

3，100 ml， 輸血 3，800mlであった. 刊援活部の皮府

が広範囲に嬢死となり 2回の中間層ftu皮にて被覆し

た.術後 7年半，運動のE'J復はJj.J関節可動域 420.筋力

4+，手関節屈曲 60
0

，筋力 4，伸展不能 手折の屈曲わ

ずかに可能.知覚の回復は各神経とも S2であった 農

業を営んでいるが，患肢を用いて物をかかえたり，脇に

はさんだり，帯結びなどに有用である.受傷Hι 切断さ

れたと肢は損傷がひどく ，母指から中指まで切断されて

いたため，丙接着しでも有用な機能回復は期待できず，

治療期間も長期にわたるだろうことなどを考慮して，断

100/400 

I R S， M5 

S， M5 

S， M5 

S。 M。
SI M1 

SI 恥11

S3 恥12

S2 M1 

So M。

S。 M2 

S。 M1 

S。 M2 

6 +10 

4 + 3 

3+6 

R:検骨神経 M 正中神経 U :)~骨神経

端形成が適応でなかったかと反省したが，現夜では再接

着してよかったと思っている.

お わり に

上肢の切断に関しては，かなり挫滅されていたり，短

縮が必要であっても，月、I関節や手関節の機能回復が期待

できる症例に対しては，受傷時年齢に関係なく ，再接着

するように努力したいと思っている.

文献

1)加藤芳!とほか・整形外科 29・1497，1978. 

2)宇佐美文章ほか :整 ・災外 24: 645， 1981 

3) Wang， S.H. et al.: J. Hand Surg. 6: 311， 1981 
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切断手 ・指再接着術の遠隔成績

Long term follow-up study of the replanted hands and digits 

中村義弥

福居顕宏

玉井進

清水豊信

原本 |専志

上久保鉄夫*

切断11支・桁再接"可制IIは，技術的にも確立された手術と

なったが，再桜JV7手 .t行の機能阿復は必ずしも満足てーき

るものでなく，なお多くの問題が残されている.

奈良医大整形外科における手 .m再t安打症例は， 1965 

年 7月より 1981年 12月末までで， 189症例 270折であ

る 今回，再接示後 3年以上経過した 151症例 202指 15

手について調査を行った 男 122例，女 29Oil，受傷時

の年齢は 1歳 11ヵ月より 68歳， TlJi愛着後平均期間は 7

~!三 1 ヵ月 ， 最短 3 年，最長 17 年 9 ヵ月であった

評 価方法

当教室では， 1977年の mlcrosurgery 研究会 におい

て，評価法試案を発点したが，その後来干の改良を方11え

成績評価を行っている(表 1).すでに発表人わした部分

もあり，詳細は割愛するが，評価に川いる基準項目とし

て，運動機能，知J1t阿復度， 白覚症状，美容度と患者の

満足度の 5:IJ1F1を設定し，総点を 100とし， 100~80 点

を俊， 79~60 点を j迫， 59~40 点を"J， 39点以 Fを不可

とした.損傷部位の分類には，血管，血tの走行状態をJJII

Case 
(41) 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 

excellenl : 43/151 28.5% 
good : 76 50.3 
fail・ 21 13.9 
pOOI : 11 7.3 

図 1

Key words: replantation， microsurgery， functional evalu-

atlOn 

水 Y.Nakamura， S. Tamai (助教授)， H. Sakamoto， A. 
Fukui， T. Shimizu， T. Kamikubo :奈良県立医科大学整形
外科 (Dept.of Orlhop. Surg.， Nara Medical University， 
Kashihara). 

味し，切断乎 ・指独!'Iの分類を試みたものを用いた.

ZonelV・Vがし、わゆる noman's landに相当する

成績

総合成航は， 60 点か ら80}.';i、台に集中し，優，良の合

計は 80%に近く，予定]以上の好成績であった(閃 1). 

受傷部位による成績をみると，切断レベノレが近位になる

につれ低下する傾向にあるが，jf.では zoneIVの成績が

もっともわるい 単指切断と多数指切断を比べると，当

然のごとく多数指切断例の成絞が劣った(表 2)

完全切断，不全切断の成績を比較すると ，後者がやや

まさ っている.前1Iの状態はさまざまであり，程度による

分類は凶難であるが，いわゆる crushamputation症例

が圧倒的に多く，その成品目{は clearamputation例に比

べ{氏く，ことに avulsionlypeのものは務しく不良であ

っTこ.

性別，今一l始による成績は，男女聞に差はないが， 40歳

を境とし，それより若い!刊では平均 70点、台 40歳以降

では平均 65点以下と年齢による差が認められた.

運動状態の回復状態をみると， 計 41

の再接着母折のうち， 29母指が他指と

対立可能で，手部切断の 4例が不能であ

った T-ROMは， 母J行，指とも切断I

が近{立になるにつれ減少していた ADL

については， 設定した 20動作の容易，

困難，不能の動作の個数の平均をとり調

べたが，この場合にも，切断が近位にな

るほど，そして母指切断を合併した症例

に，困難，不能の動作の数が多かった.

知覚[!:l!彼は良好で， 90%近くが S3+な

いし S3に|旦l復 していた やはり切断レベノレと相関 し，

遠位切断ほど知覚回復も良好であった.

自覚症状は， まったく無症状のものが 17.9% あった

が， 2/3の症例に寒冷時焔があり ， 次いで，しびれ感，

述勤時ilriを訴えるものが多く，そのほか， しめつけ，こ

わばり感を有するものがあ った.
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表 1.Scoring for the evaluation of function after hand and digit replantation 

整形外科 1983年 11月

1. Motion-40 

(1) Range of motion-20 

Thumb. Opposition: Possible-(lO); Difficult-(5); Impossible-(O) 

MP  joint: Flexionjextension= 1; IP joint; Flexionjextension= 1 

Total ROM: More than 50% of normal-(10); Less than 50% of normal-(5); Sti汀 thumb-(O)

Finger. 

I MP  joint 
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且

而

血

W

H

V
v

PIP joint 1 D四 jotin Sum 日 exion I L叫 ofextension I To凶 ROM

1 1

i

tム
宅

i

digitー (0)

Total ROM: More than 1510-(20); 111 0 ~150 0-(l 5) ; 700 ~1 1O o-(l O) ; Less than 700ー (5);Stiff 

(2) Activities of daily living 

1) Pushing 

2) Tapping 

3め)Han時gn時 0町rdraw附In

4) Gra出sp戸inga soft ma剖te町n凶al

5) Grasping a h】a剖rdmate引n旧al

6) Power grasp戸mg

7) Picking up coin 

8) Picking up needle 

9) Wringing towel 

11) Washing facc 

12) Knotting 

13) Butloning 

14) Writing 

15) Scissoring 

16) Hammering 

17) Using screwdrivel 

18) Using clolhespin 

19) Fumbling in pocket 

10) Dipping up water 20) Showing“scIssors" ，“papcrぺand“stone" 

Easy-(1); Difficult-(O. 5); Impossibleー (0)

n. Sensation (using British Medical Research Council criteria)-20 

So SI S2 S3 S3+ S.I 

(0) (4) (8) (12) (16) (20) 

m. Subjective symptoms-10 

Such as pain (rest pain or mOlion pain)， cold intolerance， numbness， paresthesia， tightncss， etc 

Sevcre-(-3); Mod町 ate-(-2); Mild-(ー1)

N. Cosmesisー 10

intrinsic plus or minus， etcふ etc.

Such as atrophy， scar， color change， deformities (angulation， rotation， mallet， swan neck， buttonhole， 

Severe-( -3); Moderate-( -2); Mildー(ー1)

V. Palient satisfaction-20 

Hi氾igl以hl片ysa剖山tisfi白e吋d一(σ20の);Fa山l口rl片ysa山tisfi白ie吋d-(ο15め);Sa創叩ti山IS日e吋d-(ο10的);PO∞0印町r、匂 sat 凶 e吋d一(σ5); Not s臼a以叩ti山iおs自e吋d-(切0)

Job status: Same-(O); Changed-(ー5);Cannot workー(ー10)

美容的状態をみると ，80%の出例にf'i¥度の差はあれ萎 状，美容的な白からの不満を訴えることが多かった.約

締が認められた.そのほか malletをはじめ各種の変形 80%の患者が原職に復帰しえた.機能的，美谷的に欠点

骨の変形治癒，短小などがめだった. はあっても，再切断を希望した者は皆無でーあった.

患者の半数近くは，再接着の結果に大いに満足してい 術後合併症としては，血行障害，1幻宵壊死，浮腫など

た. 満足度の低い者では， 機能面の同復より ， 自覚hi' が~I'. じたが，これらの症例は後療法開始の遅れもあり，
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関節灼紛，最ß被才7などを発生し，機能障~Ifの JjjrI刈となる 表 2.

ばかりでなく，美終的にも強度の委縮に|陥ったりし jえ

fJ'(は小良であった
|ょ1

'
.指 切 断 | 多数指切断

二次的機能再建術

初1"1丁科，iのみで良好な成*Jl;iJ;f1'f.られたj，il11Jはむしろ少

なく ，なんらかの再建術を必要とする症例lが多い 機能

昨'，1干の u刈となるものは， mal-union， 血sI念行， ~日J íl行拘

前ij，!土h句・)jJJ灼紛て、あるが， !土Ji引[手)丸 'il'移h自，I対節1，';1

定体f，先日lトー骨切り術では好成紛がれ}られたが，腿長IJ自fL

lJill移他，以lil行形成術な ど可動域の改iffをLI的とした II}建

zone 1 

II 

皿

W 

V 

hand 

3例 90.3侭|
11 87.7 

25 74.8 69.5 

26 70.5 36 61. 4 

9 77.6 4 65.5 

1765 

3 90.3 

11 87.7 

47 72.3 

62 65.2 

13 73.8 

50.3 

術は効果をみることは少なかった f :付行に対するW~術 基にし，ぷ極の ι]i↑lTを)5!怪し， ~自立， 決定せざるをえな

は opponoplasly，pollicizalionなど，成績はX!;，;は_t，:1jJJで いようにJ41われる.

あった 11J般若11土 ・ 指の術後成総を討III1íす るのに，いまだ~ま

考 察 った方法はなく ，多くの施設で，おのおのaulJの方法で

:11) 被-1'H .j行の術後成総に関係するlぺfは多いが，切 評価が行われている 6，7)

断H与の状況による影響がもっとも大きく ，とりわけ切断 われわれの用いた方法には，客観的行悩と主観的，1'lifllli

レベルにより運動機能， 知覚回復が決定づけ られてい が組み合わせられているため riij者である運動機能，匁l

る 次いで年併が関与し 40歳以上の症例で成績は{民 党凶復の成総と総合成績が必ずしも並行しないところに

下する 組織修復))，機能適応性の減退によるものと考 問題を残した 外似の特殊性よりみてやむをえないこと

えられる.1M後合併京も機能的予後を1こぶする皮肉とな であるが，より合理的にする必要があると考えている.

り，f，f過不良秒.1]1主成績も不良である

二次的i'H主体Iについては，一度発生した)院総lぃ関節

約締は除去しがたく ，限界があり，現在のところ，初|旦l

手術H寺での骨 ・腿の強国な凶定，早期訓練開始による予

防以外に方法はなく，なんらかの打開策のよL出されるの

が望まれる.

llJ接ぷの適応に闘しては，多くの志、見ト叫があり ， 絶

対的な定J主を見:1¥すことは不可能で，予測される成績を

文献

1)以木博i台、 格形外科 30:1387， 1979 

2) Tamai， S.: Jト.JandSurg. 7: 549， 1982 
3)片井憲二被形外科 30:J 383， 1979. 

4)吉村光生 :l'iJ上 30: 1395，1979 

5)吉沖孝律j::ifri問医よl、 95: 26， 1981. 

6)米満弘之ほか:整形外科 28: 1466， 1977. 

7)生UI義和 l'iJ上 30: 1381， 1979 
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再 接 着 指の有用度

Practical usefulness of rcplantcd fingers 

斎!接 Jilt 阿川正|盗 j京 川 斎ホ

切断指郭J長右手術は， !Lli率においては安定した成紛

がfぜられるようになってきた.形態(J")には一応の満起が

えられるが，機能的にはまだ小|ー分な}，'川、多く，二次的

機能IIHs術もしばしば行われるが， - 1 分な先I;;.J~を得るに

はいたっていない.

そこで今凶，われわれは今までに行 ったII}絞lf桁が，

実際の自治生活でどのように使則されており，再接着手

術を受けたことでし、かなる利益があ ったかを検討して，

どのようなl1f接ぷ指がイヲー周であるのかを検討したので，

その結果を報告し，問題点について述べるー

症 例

われわれの経験した切断指II}接行子術は， 42例 80桁

である 性別は男性 28例 58桁，女性141}IJ22 mであり ，

;{ i 26 1ylJ 49指， /，仁16例 31j行であ った 受{i)jl時~i ・荷台は 2

政から 62歳まで， 平均 33)，訟であった 完全切断は 12

伊1]17 j行，不全切断は 30例 63指であり， iP.j伝切断は 22

例 22m，多数指切断は 20例 58mであった 42例 目指

'1'，34伊IJ59mが生活iして生活率は 74%であった(表 1). 

受 傷原因

受傷原因は，圧倒的に定政j鋭iが多く 42WIJrl' 20例とがJ

半分を占めていた.次L、で， フレス機械，コンベアベノレ

表 1.生 J5 ヰ〈

再接着数 生Zi数 生jTi本

完全切断 12例17，f旨 10/17 58% 

1[i.，f旨切断 8例8指 5/8 63% 

多数指切断 4例 9指 5/9 56% 

不全切断 30例63指 49/63 77% 

iii指切断 14例14指 11/14 79% 

多数指切断 16例49指 38/49 78% 

百十 59/80 74% 

Key words: replantation，品nger

* M. Saito (講師)，M. Abe (助教授)， H. Harada:岩手医

科大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Iwate Medical 
University， Morioka). 

トなどのi場機械による受傷と，コンバイン，)~~殺機な

どの決機Jtによるものが多かった.村民な!京|刈として，

n転 fドで転倒した 2例がある.これはハント‘ノレを躍って

いた小指を鉄製ガードレーノレにひっかけた例と， {:):j行を

ハン「ノレと怖の欄 l'~こはさんだ {>'IJ であり ， ともに完全切

断であった.

職業

今1"1剥炎しえた IIJ接抗成功例 29例の職業についてみ

ると，受似1I.'fの職業は工場労働者と設業が多かった し

かし受傷原因の半分を占めていた屯動鋸との関係をみ

てみると ，必ずしも仕事中の受傷というわけではなく，

本業以外で屯動鋸を使用 して受傷した例が 6例もあり ，

nu}起があると出われた.また，通常は~j長以外の職業を

も っていて ， i!!占繁期に~作業の手伝いをして，不慣れな

政機J~を使用して受傷した例もめだった.

成 績 評価

再桜Jl成功例rl'， 今|叶調査しえた 29(71]について， そ

の成紙を米満の詐(illi)，~準で討Z価した. 1 ol]を除いて

excellentと goodの評価が得られた Fair の 1WI]は，

左母指 IP関節部での不全切断で， ピンチにさいしての

修痛が強く， JLlうように使えない出例である(表 2). 

1A仰jを示し 19B起点について述べる.

症例1. 32歳，男北洋漁船員.

'ilL!fv;iliiで木の新をつくろうとしていて受傷した.'II!動

鋸は，受{弘半年くらい白ijより 月 1~ 21"1使用していたも

のであるー II}後ぷ術後はI1同調に経過したが， m-小指 MP

表 2. 評 価 成 績

完全切断 不全切断

excellent 6 8 14 

good 2 12 14 

fair 。 1 1 

poor 。 。 。
8 21 29例

(米ÌI~lの評価法準)
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図 1.症例 1 32歳，男北洋漁船員

Exccllentの評価であるが，原職には復帰していなし、

a. 従来の筆のもち方では筆が定まらない b.筆のもち方を仁夫して，原職に復知・した

図 2 症例 2 33成，男書道教綬

関節強[1'1に刈して，シリコンスホ ンジによる関節形成術

と肢~剥離やt-ïを二次的手術として追加したー 1 ~午後の現

在， TPDは 15mm，握力は 13kg， ピンチブJは 6.1kg 

を示し， 患者は 90% の満足を示し excellent の評価で

ある.原職には復帰していないが，その最大の理由は北

洋で使用する厚いゴム手袋が小指の仲展制限のためはい

りにくく，また寒冷H寺鮒があることである 版業によ っ

ては原職復帰に限界があるという例である(凶 1) 

再接着指はr:n1111 Jイリ紛となることが多いため， ゴム手袋

がはいらず炊事にさいして不便を感じるとの訴えが女性

に多くみられた.
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1768 冶 34・号 12(臨H、IfW/lIJ) 整 形外科 1983 "1三11月

症例 2.33 ;fs.， 男 3道教反

紙の裁断機でイi示 ・中 ・広iJ行を:木村iffllで完全切断し

た.示 .'I'j行が生着して，受iら後 2~ドで TPD は 100101 ，

魁力は 40kg， ピンチカは 9.3kgを示している。 しか

し書道にさいしては探指による乍の支えが必変である

のに，それが欠煩しているため本が定まらないという不

快を感じて 1.;;たをしてN指と不 ・小析を用いたJii去を

考えて，以liijと同様の書宇治;"f能となり !jjl臓に復川して

いる 職業によっては， lp.j行の木村'fiisでの p}J長ぷも重要

となる例である(凶 2). 

考察とまとめ

忠才;のv川主将桁に対する卜観的ぷ仙lは，忽~像以卜に I~ I'J 

かった いわゆる肉体労働必ではイ1:4J，・の妨げになる1'1践

活指も少なからずあるのではないかと懸念していたが，

その指を使HJしないことはあ っても，ないほうがよいと

の訴えは 1Wuもなかった.再切断を行った例が 1{7IJだけ

あるが，これは示指の Ili接訴 2後年で'FJ悩i炎の桜孔を形

成したものである.作曲合的に小児例では，さすがによく

適応し典和感はま ったく訴えていなかった また， IfiJ 

燥に DIP 関節胤あるいは，さらに木村'1の Ili接ぷも J Iミ 'l;~

に，:';jl、川11mがIltられた.職業:については， 2仔uを除いて

uj(臓に彼山}しているが，干TH主_{}t行を使用していなし、場fT

も多い I'i桜li'指をuli用して，はじめて11il職復出，}が可能

とな ったのは 13仔Ijであり， 主としてUJi1切断例と，多

数指切断例であった. 患者はそれぞれ〔犬をして適応し

ていくようであり，美容がJ効果も合めて，有用でないと

いう 1'1接着指はあまりなし、ように忠われ， {J'1極的に1'}J行

l1をlJうべきであると考える.

文献

1 )米訪日j弘之:ま1). 経形外科 28: 1466， 1977. 

血管柄付骨 端 軟 骨 移 植

一一一動物実験ならびに臨床経験

Vascularized bone graf'ting wilh open cpiphysis; 

animal expcrimenl and clinical experience 

山内 裕 雌 j蕗巻 イJ久

Taylolりらによってはじめられた血竹柄付'1'1移航は，

すでに確立された治療手段となりつつあり ， われわれ叫

も多くの臨床例に行ってきた これに骨端軟什を含める

ことにより'丹・成長が得られれば，さらに適用は砿大され

るであろう われわれはこれを 11的としてー辿の動物実

験を行い， かつ 2伊1]ではあるが， 臨床応用を試みてき

た li1J者については第 541!'.]および第 56iol日整会でそれ

ぞれ吉崎川高橋4)が報ftし， 1:走者は第 22ド'11'，本手の外

科学会で山内;)が発表したが，今|百|は一応のまとめとし

て， 1) ，'，家同 !~f移植， 2) i'I家具 !~í{多植による:k験結

米と， 3) 1)}，;)，fÇ例のその後のが。*を f~{'iする.

Key words: microsurgery， cpiphyseal gra[ting， bonc 
growth 

ネ Y.Yamauchi (教授)，A. Fujimaki (議師)， K. Yoshizaki， 

S. Takahashi・順天世大学教形外科 (Dept. o[ Orthop. 

Surg.， ]untcndo University， School o[ λlcdicine， Tokyo). 

~'f 11府克文 I ~ :j橋進本

自家同所移植

生後 5 ヵ月前後，体重 3~4 kg の維純幼若犬の右後肢

を手術側とし，JYi'i']・を血管柄付でいったん切離したのち

に， HJi9fにもどし， )p~骨に Kirschner 銅線 2 本で固定し

たのち， 血管縫合を行った群 31頭と，同様の骨処jnを

したものの血管縫合を行わなかった.Jino頭の 2群をつ

くり，経時的にX線学的，病理組織学的に検索 した チ

viii'，t験として，!V I 竹 j項目'~辺の血管系を microangiogram

および手術用顕微鋭下て-調べ， epiphyseal arlery， meta-

physcal artery， fibulaへの nulrientarteryの3系があ

り，骨端i欽骨にはとくに前二者が霊安で，これらを含め

るためには cranialtibial artery と vcinを採取すれ

ばよいことがわかった そこでこれをいったん切断し，

tn H'Fでは 10-0ナイロン糸で血管縫合を行った 動脈

の任は 1.20101前後，静脈のそれは 0.7mm前後であ

った.
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6 迎 8 週 16 週 22 週

26 週 30 週 39 週

図 I だ験 1 (同所砂他)，第 lltrの l{日lのX線{象のt-w移
48 週

結果 :tXi urでは 31JiJi<jI2HJiでI血管|吻合部は凶存

し，その全例に骨成長が必められた..ull管閃存(一)で

あったり，感染を起 した nJiは除外 した.第 2群では全

例とも骨成長は仰られず， J日I'l'l'は徐々 に吸収， 消失し

たー凶 1は血行 II}IJ日群の l例の経時的X線像であるが，

WI什は順調に成長し， JJ~1 'J'羽 II耐の 'm 化完了 とほぼ同じく

してl俳骨骨端線が閉鎖して行く過程を示している 凶2

上は，こ の俳句・長の推移を，~ I '手術保IJの左WI 廿のそれと

比較したもので，遜色がないばかりか，わずかに途中過

成長さえ示している 下は Kirschner銅線車IJ入部から

の移机Jm'竹の{ljlび‘を追ったものである 凶3は術後 27

日のもので bが手術倶1]. aが JI一手術側の'l'l"v;;J軟骨部

で，両者間にはほとんど差がなく ，細胞の染色性も良好

である 経時的にも，組織学的には両者はほぼ等しい過

図 2.rt験 1(HJ9f移航)， ~n lltrの1例 のWi'I'J"長
の経過
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1770 巻 34・号 12(臨時J杓FlJ) 整形 外科

a. b. 

図 3 実験 1 (同所移植)， tn1j~'( の 1 例の術後 27 日目の骨端軟骨
組織像 (b) aは対照とした非手術n!IJの腕骨 両者にはほと

んど差がみられない

0 週 2 逃 6 週

1983 fF 11月

:f'i1をとって閉鎖へとすすんでいる.これ

に反し第 2群では移MJm'li'は徐々に吸

収，自主模され，約 9週以降にはX線上も

消失する 組織学的にも，什封ro軟竹の染

色性がわるく，軟'l'J'1付に亀裂が1=.じ，全

体的に壊死像を量している.以上により

1'1家同所移植では，血管l吻合部のDfJ存が
あれば，ほぼ正常の'内成長が f~~ られるこ

とがわかった.

自家異所移植

実験 1と同様に， 3~4 kgの雑種幼若

犬を用い， :;(~尺骨遠位 1/2 を切除した部

位に，実験 lと同様に処i位した右w附 を

砂他し，血管縫合群 19lJJi. ~ I 縫合群 6

.iiJlをつくった.血管吻合は 1吻合後の血

管走行がV字状を呈するために，術後血

行に無理を生ぜぬよう， cranial arleryを

rn terosseous artery に縫合したが，静JU~

は骨間的脈があまりに細いため，近傍の

10 週

17 週 21 週 25 週 31 週

図 4，実験 2(異所移植)， tn 1i洋の l例のX線像推移 移植されたml'門の成長は順調である.
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cutaneal vcin に縫合し， J日I'i'l'は:?*の

Kirschncr 銅線で腕"'J に I ，~ I定した

結果:m 11n'では X線上'，'1は生ポ1

し，竹討;o線もUfJ存し，侠骨のそれとほぼ

同11年j切に閉鎖して行く (図 4).長さの

Hd!IJでも， ~I'手術側の左腕骨のや1 1びにほ

ぼ同TFな背成長を示しており，調l~k'f:的

にも，実験 1におけるといl様であった

が， lUl符非縫合のおInl作ではX線上徐々

に移l1i'i'円・は吸収，消失し，組織学的にも

変性桜死像を示した 以上の結果から兵

所移舶においてもJfIl行さえ保たれれば什

成長には異常がないことがわかった

臨床例のその後

症例 1は両側浮遊母婦で，5.5歳H、kに

第 2~:tl: MP関節を血管柄刊でほ指主主部

a. 3 ヵ月 b. 2年 4ヵ刀 c. 3年8ヵ月

に移植した 術後 1年間は成長を示したが，徐々に'11*端

線早期閉鎖傾向を示し 2年以降は残念ながら成長はほぼ

停止している.血行小全のためと考えられる 症例 2は

片側内反手に伴った浮遊母指で 6.5 }~H寺同様にtn 2 ~II: 

MP関節を血管柄千lで移植した 現どIO4年を過ぎている

が，'iJ.'端線は明らかにDfJ存し，tA12中手什の成長と平行

した l順調な 'I~j 成長がf~} られている(凶 5). 1:]:指241;部は1，1;1

定されたままであるが，外観，機能ともに良好である

以上の実験，臨床紡*より十分な血行さえ保位されれ

図 5 症例 2の術後X線像

ば骨端'1次'I.'J付骨移fn'iによる'Fi成長の可能性は十分にあ

り，各純IIJ建手術に有力な手段となりうるものと結論し

ずこし、.

文献

1) Taylor， G.1. ct al. Plasl. Reconslr. Surg. 55・533，
1975. 

2)藤巻れ久ほか牧・災外 26:587， 1983 

3)吉附克文ほか:円終会誌 55: 215， 1981 

4)日橋進ほかー [';1上 57:1168， 1983 
5) 111内総維ほか・整形外科 30・1645，1979 
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外傷性手指関節破地例に対する

血管付遊離自家関節移植術の経験

Free vasc印ula剖r山吋

記似〉ji俊

刺r.lii 兇;

氏本 JI))、

比 |付 11:州

外傷により H行関節が政峻された抗例tこ対する以IVii機

能川建法としては，従来より rcsectionarthroplasly， 

implantをmし、る方法，J-K /1英を用いる )}法などがあ

る しかし，これらの方法ーは|耐久性，公定性 IIJ~効性な

どいずれをと っても決して松山の方i1、とはし、し、がたい

近年，渡辺， 占iI争らにより l)fJ)cされた Ifll竹'(，JA IilIfI'l家関

節移植術は，これらの欠点を解決したも っともノ1)11'.的な

刊日関節機能再処術と考えられる.

図 1 術liijX線像

'I'J旨PIP関節は将l.!i]な OA 変化

をL止す.

Key words: vascularIzed juint transplanlaliυn，日ngel

JOlnt， mlcrosurgery 

ネ M.Kayo(講(:ili)，K. lbaraki(教授)， 0， Inoue， H. Uesato， 

A. Arakaki， M. Takeuchi， T. UesalO:琉球大'下幣形外科

(Depl. of Orthop. Surg.， School of j¥!edicine， Universily 

of lhe Ryukyus， Naha); T. Yoshizu (講師〕 新潟大学整

形外科

) 1: L: 治

1.. I];!_智 夫

じ里 14t光
11f津孝1:'f.i*

在、たちも外flWIfJ行 PIP I)!Jiii'i自主峻砂1]に対し本 f体Iを

liったので， これ らの自主例を縦告し，rnn起点などについ

て述べる.

症例

主E(91]はコ例であり，これらの症例の概要は表 1にぷす.

症例 1. 33政，YJ

時n1"0でのロー γfli)長巾に左中指を受f!;jし，14年後に叉・

診した例で， )，:'I'j行はボタン穴変Mを:止していた PIP

|見J.i'i↑Jの"r動域は{111M-45 ~ ， 屈aJ1850 と比較的良好であ

ったが1釘I{Jをイlし X線上は PIP凶節に1;.明な OA

変化をl認めた (1文11). kZl~ 2 ~II: PIP 関節を 2.5cm J(ll 

約十lで係取し移柏した 術後 5遡11より後療法を開始し

たところ， ，1'1が側'l'l'J延介部にJuJ1111'1副立を生じたため術後

7迎11にrn交付綾子tlMを行った 竹癒合までの期間は'1去

{占のなかった末給、似IJでは初出術後 6週間であったが，転

院を生じた'1'似側では 16週間を要した 初回術後 7ヵ

} Jの現在，J， ~ 'I"指 PIP 関節の り!助成は {'I'展 ー 25 0

， J:J:IJJI 

80-と比較的良好であり ， 不安定性， 修摘も認めなし、

([耳12a， b). X線上も関節裂隙は良好に保たれており，

OA変化は認めない(凶 2c) 

症例 2 42歳， Y1

'd!:fYJ鋸による)，:ボ折 PIP 凶節目H放i'E 'I~'折例である

PIP朕Jilbは 30。のj叫!IJ偏位と 50叫の):t:11I1位でほとんど強

l白状態を呈し， X線上は著切な関節¥4皮岐を認めた 症例

1と[，;J綴に左第 2VI[ PIP ~J節を血管千j で移舶した . こ

の例は術前 PIP[Yd節の可動性がなかったため指背部の

皮Ii行にも余裕がなく ， 一次的に創を [:/W~できず中間J\'1Wl

皮を要した.しかし術後経過はとくに問題なく約 6週

間で"'J癒合はほぼ完成した.術後 5ヵ月の現在，左示指

PIP [見j節の可動域は{，，1~ -300， 回1.111700 とまだ十分と

はいえないが術前の状態からみれば改善度は著しい.

症例 3.62成，男

'dl動鋸による左示 .JJ;Ht1不全切断，中指完全切断例で

ある.いずれも PIP関節部での切断で， 中指は受傷|時
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表 1.症例の概要

1773 

年齢 診断4:"， l…何j 附過|
l 引柑liij

"J 動域
ード
L

N
V
I
 

liiii 考

男

|左中内 間 以l何l外附ば形症 |問 2祉 PIPI 

右示桁 凹 |及川1m放削折 |左第仰2祉肘山 P刊I

左示指 .1;環畏指不令全:切世断断f折i .. _." I 
| 左 tr~ 4指 DIP1 

中指完全切断 | 

術後

19j 

2 42 5ヵ)J

-45/85→ 25/801再骨抜合

50/50→ 30/70 

7ヵ))

3 62 男 4ヵJJ 経過中 再骨J安介

a. 1111 展 b. JITl 1111 c. X線[象 |長j節裂隙は良好

にi米たれている。

図 2 術後

に粉失していた ，:J!、者は示J行のみのI'H主将を強く j行中一し このようにみ:i1、はすく.Jtた方法であるが，以 lごのよう

たので，従来なら関節l古l定体Iの適応となる示J行 PIP聞 な問題点があるように!41われる.

節に対し，一期的に環指 DlP 関節を IfJl竹千lでi凶器f移航 1. E蒐 tensionlackの問題

した 木砂IJも後政法IJfj始後什似合部の佐;付を'1じたため 本11、て、は術後 cxlension lack をノトーずる傾|何がある

術後 8Jl!!! 11に再度'i'J"f左合体Iを行い，現イ!経過'1'である この原|ぺとして，'nl十らはや11筋腿縫合郊の緊張不).[，縫介

考察 部の attcnualion，cenlral slip， lateral band の角平行Iff:

手術IXJ節機能再処体Iとして近作，渡辺， ，'iiltらによ っ 的修復の不卜分さなどをあげ. lateral bandのnAイμこよ

て開発されたJ血管Hi佐古If口家関節移伯仲Iは，閃I)I'j'1府内や る1111Mf{j}.QのWI大はd、め られていないと述べている.

似IIMII籾初，令官!l1板などを合めた 11'.'市な凶的防成組織が生 理論的に lateralband が欠損してし、る例では cxlcn-

理的な状態で移他される このため耐久性と安定ttにす sion lackは不可避であるが. latcral bandがt1l1tμされ

ぐれ，可!lVJ性も良好であり，また小児では什成長も J~J待 ている例て、は改片される μI能性があるように忠われるの

できるなど多くの利点を有している.これは従来よりあ で，私たちは rccipicntfingerの latcralbandの燦長

る rescctionarlhroplasly や implant を!TJI，、る方法， を保った状態て;'JIニii'{1に移M関節の長さを決定しさらに

J-K 膜を用いる力法では解決しえなかった/.~であり 111瓜血Il 1悦符円汗:茎の附2古i とならな Lい、側の late白町r叫 band を必必、ず修t復反

きわめて阿J則U切J(的向なブ方7法といえる しし，より an悶a剖10印ml児ca剖lなlド川l呼J建を行うことにi仰?引{，芯立芯芯立ムしてしレ、る.
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しかし実際的には足桁 PIP関節は屈曲優位の関節

であること， また子指 PIP閃節の指??腿膜机辺iは複雑

かつ微妙なノくランスでコ ントロ ーノレされており ，その再

建を移~([した足前関節に対して行うことは必ずしも容易

ではないとい うこと も，木手術におけるはlcnsionlack 

の要肉として銘μすべきであろう.

2，骨接合法の問題

本法では大き さの異なる足桁と手指の甘銭介を行うた

め十分に強[，';Jな内同定を得ることは容易ではない.夜、た

ちはわずか 3例のうちの 2例にN度骨接介を行わざるを

えなかった経験から，現在はより安定性があり接触而航

の広い内F';[定法として Chevron 法がよいのではないか

と考えている

3 小児例に本;去を施行した場合の問題

本法は小況にも応用でき recipient日ngerの成長も

JPJ1!jできることが利点であるが，その反面 donorの足指

の成長障害が川組となる可能性があるように忠われる.

文献
1) Carrolle， R，E.: J. Bone Joint Surg. 36-A・912，

1954 

2) Swanson， A.B.: ibid. 54-A: 435， 1972. 

3)渡辺政fl1Jほか:幣形外科 29: 1317， 1978 

4)渡辺好博ほか:[， ;J七 30: 1052， 1979. 
5)渡辺政則ほか [， ;J上 31・1411，1980 

6)渡辺政則ほか 幣・災外 24・703，1981. 
7) Tsai， T.M.: .J. Hand Surg. 7: 335， 1982. 

8) ，'fi'1!孝衛ほか ・整・災外 26・613，1983 

神経 ・血管柄付遊離筋肉 ・皮膚移植による

前腕仲筋群機能再建の 2例

Frce functional musculocutaneous transfer for wrist and 

自ngercxtension; reporl of two cases 

奥 tlt-HIS 
_-ノ宮節夫

五百木 勉

黒島永 il!l'iJ

蓮江光男

宇 川 義一*

níjl腕にir~1主な j'1滅を'支け， その結果手指のや[，展がィ、fjを

となった 2j，i仰lに対して， IW[Iぬ筋の内側]jJ[と}<而のj主hlj'

をー塊とした伊[1経 ・血符柄下Ji佐雌筋肉 ・Ilh可 (遊再If筋肉

!支弁)移11((を行ったので，術式，体I後の機能1"[復経過な

どについて 鮒f与する。

症例 1.S.A.， 58歳，男

主 訴 イi1三指の辺助障~ I -;- ，イ i手77;却の女111ユ~I';~:i， l ;.. 

家族歴 ・既往歴 特記すべきことはない.

現病歴 :1982 {J'. 4刀， ;{iliij/院をスクリューコンベア

に巻き込まれてや[I)I万訴と JniilMYにif!l立の陀滅を受けた

区eywords: free functIonal musculocutancous 日ap，
mlcrosurgery， cxtcnsor rcpalI 

* 1. Okutsu (副部長)，T. Ioki， M. Hasue (部長〉 円本赤十

字社医療センター整形外科(~150 東京都渋谷区広尾 4 - 1 -22;

Dept. of Orthop. Surg.， ]apanese Red Cross Medical 

Center， Tokyo); S. Ninomiya (助教綬)，N. Kuroshima 

東京大学経形外科 Y. Ugawa: FI本赤十字?上院!J;tセンター

神経内科.

近阪で初期j治療を受けたのち， 1ヵn後の 5月に当f[を

初診したー

現 症 前l腕背側は長IJ離したj文附を利用して被覆して

あったが，手関節部の皮膚・および艇は広範に欠損してい

た.イ1[1筋ItYは投減が強く，長Nt旨11[1筋，総指{中筋，長 ・

211俊~!lJ T似仲筋， N側手恨1' ['筋ーなどの筋力はすべて O で

あった j吊筋群も按滅および神経狽似のため機能障害が

市度で，示指の派 ・浅J行ITi筋が 2，Jd:J:指j凶筋が 4，そ

の他の筋力はすべて Oであった.ドHi1球，小指球の筋))

は lおよび 2であった.

知1:11については， 続" '1 神経の波紋傾戚に!日~~たがあっ

た

|民l節[IT動域について， 手関節は Kirschner銅線で一

時的に 0'の中間位で同定され ていた. 示 ・中 ・環 ・小

析の MP 関節は 20
0

の屈曲位をとり ，自動可動域はな

く，他動可動域は伸展O。より屈Iltl20
0

であった 示指

PIP 関節のn動可動域は 10。から 70
0
， 中 ・環 ・小指
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PIP関節には程度は異なるが関節拘縮が存在した.

手術 :1982 年 6 月 ， 全身麻画~~下に!阪l以位で手術を

行った.術前，マジックインキを用いて皮，'J1')JIRと筋肉の

走行を抽出した.はじめに右!叫腹筋の内側頭を展開，相"

経 ・血管束のみを残し，表而の皮府とともに大きな筋肉

皮弁として挙上， 止血'Hfを開放して血流状態を確認し

た.次に，右前)腕背側の挫滅された筋肉と焼骨動脈およ

び伴走静脈を展開し，移植床の準備を行った また，外

上頼部の筋膜を残して前腕伸筋群を全切除し，国外筋部

で後骨聞神経:を同定，電気刺激i揺を用いて確認，剥断Iし

た mr腹筋内側頭を遊離し，中枢部分を外上!棋に残した

筋膜に縫合した.移植筋の動脈縫合は挑骨動脈と行い，

静脈縫合は伴走静脈と皮静脈の 2本に行った.神経縫合

は， 後骨聞神経と移植筋の運動校を筋肉にはいる 2cm

手前の部分で行った.縫合法は，神経上映 ・周膜縫合法

とした.移植筋腿の緊張については，子関節 45
0
背屈，

MP関節を完全伸展位として， アキレス腿の部分と総

指仲筋艇の末梢断端部分を縫合した.

術後経過 :筋肉皮弁は問題なく生着した 術後 3ヵ月

目より筋肉の随意収縮を認めた.筋電図て、は同時期にわ

ずかながら lowamplitude short durationの NM U

voltageが認められた. 6ヵ月目では polyphasicNMU 

voltage も加わった. 7ヵ月目では high amplitude 

Postop. : 3何事08. 6mo8. 

long duration の NMUvoltage が出現して，術後 9

ヵ月日の現イピも順調な川復を示している(凶 1). 

臨床上の自 ・他動可動域は，関節拘縮，腿の癒着，皮

Ii可の状態など各種の問題から不卜分であり， 1982年 10

月に屈筋腿形成， 1983年 1月と 4月に局所有茎皮弁 ・

遊離植皮， MP関節解離を行い， 現在，MP関節の自

動可動域は 35'から 450

を得てなお後療法中である. し

かし忠、者は物をしっかり握持できること，手指の動作

が安定したこと，細かい動作が可能となったなど機能の

改許に満足している.

症例 2.S.Y.， 40歳，男.

主 訴 ・左手指，手関節の仲展障脅，左手背部の知l覚

障害.

家族歴・既往歴 :特記すべきことはない.

現病歴 :1982年 2月， ボーノレ盤に左前腕を巻き込ま

れイ中筋群に重度な挫滅と俊骨， 尺骨の開放骨折を受け

た.近医にて中j'折の観血整復固定後， 2ヵ月後の 4月に

当科を初診した.

現 症 :市iI腕背側には，およそ 3/5周に渡り横走する

搬浜があった. 伸筋群は挫滅されてまったく筋力がな

く，手朕j節および MP関節の自動仲展は不能であった.

知覚は前腕背[uiの創より遠ui:に知覚鈍麻があった.関節

の他動可動域は，手際1M背屈 300，学;屈 400

，MP 関節

7mos. 

/ ーご~即時 ]1mV

""ご¥."" " ' .. ><'，: 
図 1.症例 1.S.A.， 58歳，男筋電閃
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は 0。から 60。であり，他の朕liliiに拘釈(1はなかった.

手 術 ー症仔IJ1と同様に手術を行 ったが，以下の 4点

が異な った 1 )排腹筋内側販の栄l.i血竹走行に変異が

あった 2 )腕焼官官角艇を長f;J指令11筋血sに移行 してほ折

のイ111泌を計った. 3)縫合的脈の 1木にJ"I家静脈移植を

行った. 4)運動神経の縫介を筋肉にはいる 3cm 手liij

の部分で行った

術後経過 ー チ f~í f(H査の経過に川見!1はなく筋肉1文弁はノ 1 :

r;しTこ.

筋'，[!以!では 3ヵ月1Iにわずかながら lowamplitude 

short durationの NMUvoltagc が認められた 6ヵ

月では polyphasicNMU voltageも加わった. しかし，

8ヵ}J日では症例 1に比して筋'心灰11-:の川wはわるく ，

依然として polyphasicKM U  vollagc の状態が弱者枕 し

ている.

臨床経過は， 術後 4ヵ月三l'より筋肉の随広収紛を認

め，術後 5ヵ月の筋力は 2，7ヵ月では 3ーとな った 術

後 7ヵnllにT術的に筋肉の緊'j長を，UI，j牧し， 術後 11ヵ

a. 初診時手関節 ・中手JH節関節の自動伸展は不能

b. 術後 10ヵ月 手段l節の1111~状態を示す.

月J_Jの現イ1:， MP関節の自動可動戚は O。から 600
，筋

)Jは 5ーとなり ，機能の阿復は良好である(凶 2) 

なお，筋肉tl取部位の下腿三頭筋の筋)J低下は有しく

なく ，.也、者は ADL上の障害を訴えていない

考察

1976年， 波利井ら 1 ) はJJi.筋のT'}正~を神経 . lfJl行柄イ、l

遊離筋肉移Mて‘行い，良好な結果を報告した.一方，生

川ら2)，玉井らめ， Manktelow らりは，本法を用いてiIIi

腕筋lrrの問主l!を計った 'rJ絡筋の機能T'Jij!は， IIH貨のm

f立に打ち勝ち関節を動かさねばその役?ilJを果たすことに

ならず，J文筋の機能再建に比べていっそう闘1!IIである.

さらに挫滅川明lに行う場合には，皮 ÍI~' ， 1苅節拘締などの

問題も加わり機能l'Hiはいっそう復維となる.そこで今

i"Iの経験より得られた知見について述べる

1 症例の選択

Volkmann拘紛例，腕神経治引き絞き在1f勾例のほか，

木村例のようなliij}院筋計一の重度挫減例.)， liij)抗筋l腿移行

部 ・筋肉却での 11川安ポ仰lの機能 f'f主l!にも適応があると考

c， d. 術後 10ヵ月。 rl'手J行節関節の自illiJ1可動械は O。から 600
，筋)Jは 3+と良好な回復過符ーにある.

図 2. 症例 2 S.Y.， 40 if&.， IJ) 



遊離筋肉移N(症例

え C)れる

2 再建の手順

j，d:向11 のように広範な!主R可欠40，筋肉段(jEI;;~芹，さら

に|閃見刻It節Hの]μ拘J新桁締rI泊が:刊|川"叶il判11川If

Ii附l内句欠J川ilのl被皮1槌1蛍iと機能の1役位f付(リ}を同 .の F仲術Iでfれ仰!リ}よ う とせ

ず， 、'i初， J並河(fti'()えで1主Ii可欠損をおおい， 1見，luiH旬新iを除

去したのちに本訟を{j ったほうが，より良好なが;~を I!Þ

ることができたと !Jl庄では号えている.

3 移植筋肉の選択卜6，

移jザl筋肉はt'jI*手 ・血管系の変異が少ないこと，筋肉の

形態， J~ さが lìíj}抗の筋肉によく合致していること，展開

が容易であること， T.面の皮Ii月を大きくイ、lけて移M可能

である二と〔止:，，'ijiのおIJ閉鎖が千jし、やすく，また体ili'(後の

尚一環状態をぷ而のJ幻付を通じてモニタリング7)できるな

とeの利点がある)， さらに係Jjxi'm分に機能Fitt与をノ|一じな

いことな とaの条件をn:l.jたさねばならない.以上からわれ

われは， lìíj)抗争 1 1筋 itJの機能I'Hl!を ~I るのに似1 }JuMj I)i {JllJ liJl 

1777 

を移航筋肉に選んだ

まとめ

1) FIIi腕11j1筋lr'fに if(l交な1'Jli域を受けた 2j定例の機能再

建を，似ド!血筋1)、]{JlIJliJ'[をJlll、た神経 ・血干r柄千l遊離筋肉 ・

1主Ii可(遊断筋肉j支弁〕移随てiiい良好なれ';~ミを仰た.

2 )今後，(i'{g立した何:i式として，多くの，也青の機能IIT

必に役立つことを1i6'1，;した

文献

1) Harii， K. Cl al.: "lasl. Rcconslr. Surg. 57: 133， 
1976. 

2) Ikula， Y. Cl al.: ibid. 58: 407， 1976， 
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4)λlanklciow， 1<.'1'. cl al.: J. I-Iand Surg. 3: 416， 
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~ l u scu locU l a n co us Flaps， !vfosby， St. Louis， I Sl Ed.， 

p. 141， 1979 

7) 奥作 ~í!ll : 11 i棋会誌 56: 369， 1 9R~ 

当科における遊離筋肉移植症例の検， ~j

Follow-up studics of f，でe muscle transplantation 

¥tvith n1icro-nf'uro-vasculal' anastolTIo:US 

六li(，J ;立 引二 111義不11

微小外科をmいた遊離筋肉移fti'iは麻縛肢の 11mに対

し，イI心:みな術式として 1認められつつあるが，その)佳史

は浅く，まとま った臨床TJ)i:fuの報告は少ない

そこで今同われわれは， 三円 H で施行した j ， '1~1JII について

術後成総を検討したので，その臨床 卜のイjFfjVIおよび問

題点などについて述べる

症例の概略

1975年以降 10例を数え， 1人]，Viは男 8WiI， !.O秒11.手

術叫年齢は 6ほか ら211，九平均 12成で小児例が多い

対象浜辺、はlinl腕 Volkmann 灼縮が 71JIJとも っとも多

く，その))j(j刈は1.:1加J'J''j!j'j1::骨折 G似J. 1:: JI.i<: Jfll竹造影後の

Key words: microsurgery， free muscle transplantation 

ネ K.Yoshioka， Y. lkula (，溝師)， E. Halano， K. Tsuge (教

段上広島大'下*整形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， 1-1 iro-

shima Univcrsity School ()f九redicine，Hiroshima) 
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( 1': トー 他 l民*

血位形成 l仰lである その他，外向性腕骨11絞殺腕;姉 I例

とホリオの t収不全麻!Nの 2WIJで，いす'れのj，'1二例lもやIIA

の回復がまったく屯めない麻沖かあるいは筋肉 J'I体の似

傷による ï~:j度の)'.[(動防 ~ 11を l認め，血n移行術などの )úl郊 の

機能 IIHl!の可能性のない!，'I例である 機能再建の 11的は

前腕 Volkmann.j:(~鮒においては全例手折の応 I)J I で， 11也の

!lF.例は )H J:T: IIJI であり，移t11(J，l~は前者が lì日 l腕部，後苫が上

腕部となる.

移植筋は 81711にれ!j.筋，大Iff.;i)力と半腿様筋をおのおの 1

例ずつ用いた.最初jのj，F.例には大胸筋を採用したが，筋

肉採取部の後遺症状が懸念されたため，以後は機能と整

作IYJ見地からも っとも無難と考えられる簿筋を主に用い

たなお， 1979年以降は筋肉皮介を採用 している(ぷ 1). 

子体i内科は卜J民自:ilとliij腕部で'Aなり，移他筋の縫介IfIl

伎は， ヒ)腕却では'1'似を l二腕二lif[筋短頗の起始郎，木村'i
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仰j表 1， i，I二
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結果
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成
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成

採取部

イiliij腕応 大胸紡

左 liij腕部 |湾筋

;(i上腕部縛筋

イI1::腕部 品事筋

ん上IfIii部 神筋

イiliii腕部 、 i': 取~係筋+皮膚

イiliiil胸部 法筋 +1主!内

/，.: liii 腕部 i'o!i筋 +1主l何

人:，Iiii腕部 i'Jj筋 +1主l内

kliii腕部 品草筋+皮l何

干事lif(床機能再illll的

令:J¥1阿 1111

全指 It!lllll

lト1)1111111
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VLJ指肝11111C 1争指除く〕
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lìíjll~ ¥'olkmann 拘縮

liii腕 Volkmanr、民j総

外傷1'I 1r~ 神経終麻叫
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ポリ寸

liijl腕 Volkmann

liii腕 Volkmann

liii腕 Volkmann

liii 腕 Volkmann

liii腕 Volkmann
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症例

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

後 7午 3力月の現作:，大きな物を把J守で

き、捕球，パットをtMることがirf能とな

っており， 野球を楽しんでいた.また，

Hi[L阪による筋屯l珂1')で最大収縮時に

300~700 f1Vの不〉.己令: 1 渉波形十 2~+3

が認められ，目、「で IFrI'神経を刺激した，誘

発筋屯似|により，移植筋力、ら polyphasic

でかつ durafIon の延長した時間的分散

の波形が得られ，IYJらかな移陥筋のjirl復

を認めた(図 1)， 

症例 3 生後 3ヵ月時の交通事故がJjjt

閃で外傷性腕神経，1草原~簿をきたした伊IJ

で，11成時に簿紡を移ftf(し，運動神経と

してW3・411}J問神経を移行した3，吋

術後 4イ|三にはJJ，Jのr:ntlllが約 80。可能 とな

り ， 筋電閃ではM屈曲の指示により 200~

400μv の不完全下渉波形 + 2~+3 を認

め， 1皮をしたとき，深l汲気時にもほぼ同

係な波形を日した. しかしこの!，'dyl]fi

Jn関節の小安定i'I:， 1三mの運1i!J ， 知覚附'，~のため， 円 'jj~

生活ではほとんど使用しておらず，成功例のうち，也者の

満足がれ}られなかった唯一の症例である

症例 6. G歳リJ児のIIIi腕 Volkmann 拘縮例で，術広i

附~I;.がきわめて，:':j )Jtなため前腕骨の吸収が進行し てし、

た そこで機能 I'H~ と 同日寺に肘遠1主席の循環の改善をも

n的とし， ~ I 常に長い栄fi血管を千l けて採取できる、ド融n

様紛を用いた 術後出iI腕'円の吸収の進行が .H)jでき，ま

たJ行尖容存iW~i 主は術前j~mに平打 l化ないしm失の状態て、

あったが，術後IYJらかな改善を認めた 5)

症例 9. 8 i，長男児のIIIi腕 Volkmann 拘縮例で，術後

Gヵ刀を経過しても移fi(i筋のlirl復が他党的に認められな

表 2 移制(()木の血管神経縫合 .'~I(、7

V2， Nl 

V2， N1 

縫合数

Al， 

A1， 

苦手

前作11¥1神終

前'I'rIIU神経
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V2. N2 

V2， Nl 

V2， Nl Al， (，(~ 3・41山川神経

V2， N1 

V2. Nl 
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Al 
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lV~ ，'i1t l派

Jミ'rr動脈

j三骨iJilJ脈

動症例

2 

nllJI.胸動脈

側胸動脈

3 

4 

尺骨的l脈
皮ド抑lV~

l尺骨庁jI脈
尺骨五IJ lV~ I |尺骨 1怜lV~の校

|尺'1守的!脈
尺骨!lìlJlV~ ， 

尺骨，'(fll脈の校

尺骨的脈
皮 F締脈

上腕動脈

尺骨動脈

6 

7 

8 

V2， Nl Al， 11"中村l鮮の一郎9 

V2， Nl 

神経{UJ lV~， V:静脈， N 

体I

正中神経の屈筋腿の校 Al，

八

を 上腕二以ifJj出n様郎とし， liiil民l.'r{1では'I'Mを |て腕'l'li付願

締，末梢を服筋艇とした 彬 ftf[筋の緊';1<はできる IH~ り正

常に近づけ， {多他紛が長い場fTは 部切除した また，

移植床の1fIl竹神経の縫合部付はk2にぷすように，いず

れの症例も動脈 I本，静脈 2，rjs:， tr1'*主l本を縫f干した.

移植筋の収紛がE認められ，かつその筋力によりなんら

かの機能己支持が仰られたJ，i'(7IJを成功例!とすると，成功8

例，失敗 2f:日lで，失敗例はいす.れも.)1外傷1'1:のホリオの

症例であ った Ck1) 

8 (911の成功例のうち術後 2午以上経過し1('拡検診しえ

た広例の一部について述べる

症例1. G i，歳男児の前腕 Volkmann#'J紛{7IJ' で，

尺骨1)IJ脈10 
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一一一一一一一干渉波形 一一

10mS/D，100μV 

一一一誘発筋電図 一 一

図 1.:Jj吉例 1の術後 7年 3ヵ月

干渉波形は +2~ 十3 の不完全干渉波形を認め，誘発筋電図で‘時川「ドj分散の波形が得られた.

かったため，術後 8ヵ刀 nに娘痕の強かった移hl'i床部の

神経を切除し，約 5cm のWF腹神経移植を行いlHfな経

過をと った

成 績

直接検診しえた 5171]のほl節可動域の改存角度は，手指

凪uil再建例で平均して MP関節が 19
0
， PIP関節が

31
0
， DlP 1)(1節が 230であり， 合計 730の改詳が得ら

れ，また IH J:!i IIl，再建例では 35~80 0 ， すなわち 45。の改

汚が得られていた.

主|電極をJI]l、た筋屯灰iで干渉波形は正常の1''1復が得ら

れないまでも全例に +2~+ 3 の 1 '' 1復を呈しており ， 誘

発筋電図で移Wi筋の切らかな神経PI生変化を認めた.

移ffrI筋の筋肉採取fl刊の後遺j;j'状に関して，心配された

よ胸筋使用例は料度の手術搬h:.liilJがある以外は整容的に

も I-:Il主挙上にもま ったく問題はなかった ただ的筋採取

の 2171]に係取部周辺の終度の知覚~11í麻を残していたが，

n ~;;\':U!ïではまったく支障はなか った

考察

遊離筋肉砂他l土，手掛:i手技もさることながら適応が非

常に市要な川題であるが，われわれは次のように考えて

いる.すなわち神経の1"1彼がま ったく明めない似旧性の

麻痔あるいは筋肉 LIU:のm傷による山度の運動防芹があ

り，腿移行体Iなどの通常の機能丙仰の可能性がない，凶

節の灼縮がない，知覚障害がないなどの条件を満たすも

ので，適応は厳しくする必要がある.この点では外傷性

)腕(l]If.宅j旋麻痔のk例は適応外であったと考えられるが，

従来ま ったく方法のなかった木疾患に対して，新しい治

療分野としての立ぷは大きいものと思われる

次に重要な問題である手術手妓に関して述べる まず

血竹村l経の縫合を 11'.確にすることは当然のことながら，

移航筋の神経再支配を早期に促すことが大切で，そのた

めには神経は筋肉への侵入部の近くで縫合し，移船床の

神経は運動線維の多いものを選ぶ.また，移床他の状態

によ っては神経移行や神経移植を行うことも 必要とな

る その他，移植筋は_if(量の大きいものを選ぶ，移航筋

の緊張を IE常近くにすることも良好な機能l可復を得るた

めに有利なことと考える

まとめ

1 )再建部位の明らかな運動改善が 10例中 8171]にみ

られ，移ff(i筋のネ1]1経:再生所見が筋電図て-認められた

2)手指の関節可動域は， 作指につき totalactive 

mollonで約 700

の改善がれ}られた.

3 )筋~1i:図で移植筋の干渉波形は +2~ +3 を呈し，

JF常(+4)の 50~75% の 1 "1復をみた.

4 )日常生活では比較的大きな物を把持できるように

なり ，l'ili球，パットを握る， Jl;物やノ、ッグをもっ，タオ
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ノレをしぼるなどがIIJ能にな っていた しかし刊行の巧縦

運動の l亘l復はィ、卜分で，倒:~!IJが中 1I き子になり':J!，iJllIはあま

り使用していないものが多かった

5 )移fi(Iffjjの採取部の後j山['1状l主幹!交でなんら問題は

残していなかった.

6 )成功例IJ8 WI]のうち 1f1IJを除き，本人ならひに米政

の十分なれ!由紀が得られた.

以上過去 8年間の 10j['1例について検，j，tした このよ

うに筋肉移舶は，従来まったく方法のなかった機能昨'占

に対して，運動向復の IIf能tlーを与える ・手段としてr:，'Jく

。jffllfiされる子体Iであると考えられる. しかしより広い治

療体系の牟分野にすぎないことも忘れてはならないと思

われる.
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上肢における freevascularized bone graftの経験

Free vascularized bonc grafts in reconslraction of lhe upper extremity 

、Ii.山|年: 末 松典 lリJ f毎J接千駄

熱 川 裕 司 竹光義治水

広範聞な'il欠損や， )5<:/1句 ・'1'1同時欠煩の)1"1'仰lに対し従

来より種々なJlJ建術が試み られているが， J~Hな結果を

得ているとはし、し、がたい このような民例に近作，

microsurgical technique を用いての free vascularized 

bone graflによる再建術が行われ良好な結果を得つつあ

り，その報行も散見される しかし支持性と機能1"1復

を要する上目立への利用何illの報告は少ない.it.i後 1年以

上経過鋭祭しえた痕例につき若「の文献的考察を加えて

報告する

症例

主主例は 5例で，男性 4例， v.i'I: 1 例， 年総は 22歳よ

り60歳まで，原閃扶忠は外傷後'I'i・欠J員2伊l，外ft)ji変骨欠

損に感染を伴 うもの l例，骨・股JM2例である Recipient 

sileは t腕骨部 2仰1，梼骨部， J-!.:汁部，舟折[1[T'!'l'部お

のおの 1伊'11であり，利用血管系は後 t腕fnlli;dUJ脈 2仔Ij，徒

骨動脈 317IJである DonerSilCは vasclllarizcdfibular 

graft 4例， iliac osteoclltaneolls free flap 1 f1IJで，移Wl

骨の大きさはM:短 5.0cm， M長 19cm である 合併T

Key word: free vascularizecI bone grafts 

* T. Hirayama(講師)， N. Suematsu， C. Baiw， U. Alsula， 

Y. Takemitsu (教授): :h!l.JIJ l!A科大学務形外科 (Dept.of 
Orthop. Surg.， Asahikawa :¥lccIical College， Asahikawa) 

体Iは手Ixl節形成体i1 f91l，有茎広背筋筋JJ己弁形成術を 1仔1]

に行った(表 1) 

症例1. 36歳，リ1.右後骨遠位封im細胞腫.

以前より重量物をもち上げたときに手関節郊に鈍痛を

覚えていたが，文、n目的に加療，最近 1年間で急激に手関

節11耐IJ{，白発ii'ri， 運動時痛が増強 biopsy所見にて区

細胞股と診断Cl><11 ) 

イ i l~1 骨よりが:; 15 cm の!日|竹に付 jiJlを合めて採取， Wi: 

'IHJiを con cavc に関節面を形成，中i択側は stepCllt 

としねじにて|山Iíf:，末補~!IJは Kirschne r 鋼線にて 1 ，[;1定，

挑'，'1'動脈と!日|竹動脈を端々 l吻fL伴走，'(f，脈，皮下静脈をl吻

fT，創は一次的に閉鎖、した(凶 2).術後は Doppler，竹

SClllll などにて経過観察，術後 2.5ヵ刀11に骨癒-ft!Hr 

となり ，末判11~!IJ の Kirschne r 鋼線を政去 I~I 動運動IJIJkfi， 

術後 2.5ヵ月 "の biopsyにて lacuna内に osteocyleの

イ手伝を認める 術後 4年円の現在，竹腫蕩の再発もな

く， 手段l節可動域は1r}/I:15"， 掌IiH15ぺ 囲内 40
0

，1"1 

外 15
0

と11;11限されているが運動時州なく，指運動防書な

く I~l臓に復帰， ゴノレプも可能となっている(図 3). 

症例 2.41歳，リJ. /e_上腕骨外傷後骨欠損

20 {I前にコ ンクリートミキサ-'11に左上腕を巻き込
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表 1

ι:ase age I sex diagnosis reClplnl slle proccdurcs one e:ram/ bioosv Donc I ~剖teno
scan Dguroapmp'fler lopsy u nlon 

T.H 22 M ~_O: ト11auHI C | |mld-ulna 17 cm 他 da I POSil川 posilive'positive I 2M segmen tal bonc loss 

孔1.N. 40 M ?_o:~:~，~a.~;n ~l~ C: _ ，___ mid-humerus i19cm肱 da
segmental bone loss (L-D M-C Aap) po山 e none none 3M 

M. ]. 36 M bonc lumor (GCT) clislal radius 15 cm 日bula

N.O. 60 F bonc lumor(M FH) proximal humerus 15 cm fibula 
lpo… 
posilive posilive none 3ル1

posl-lraumallc 
S. ] . 31 M saengd mental bonc loss metacarpus 

inrection 

まれ， u加竹'~~J}jJ( VI'粉砕骨折，筋皮 Iri~川

欠損の状態となり，その後 2年間に 31"1

の'庁移有li体r，数1"1の法府形成制，iを受ける

も'丹'癒合仰られず， 18年聞にわたり尖

兵にて上l腕UlfIの支持性を得ていたが，た

えず不安定例ーと皮h句防常に悩まされてい

た 同時に本納神経似似を合併， X線{象

と'j'i'欠債は 12cm に及び， 月、J/主ldi'iは強

聞の状態である

1::腕什の立:-1付金を得る 11的で， 約 19

cm のJfJH'Iを係取，後 1:腕1"]旋!fI!J脈 とJUI

'IHJ!JIV~ を|吻fT，移相直骨を良好な血行を有

するifJj1.主弁でおおう n的にて広背筋の

unipolar lransfcrを行った。筋皮弁は完

全にノ1:.，1¥， '~l. sc川[1，X線{象にても移布li

骨の生存を確認，術後 2ヵ月にて骨総介

良好となり仁IfibA動を開始，術後 1:~r.の

現在， 1:腕の支持性良好， 肩関節も 80ο

挙と可能となり ，広州障害に悩ま される

ことなくダンプのJj!"伝手として復州して

いる

症例 3.31歳，リj 左付指'1'子甘剖1.

5 cm iliac crest 
(osleoculancous nonc poslllve none 
日ap)

!主l内・'1'J-I.iJII、?欠煩，j史孔形成 図 1.36歳，男 右侠骨遠位端部巨細胞盤 術前

j美作業'1'コンハインに巻き込まれ受

2M 

{払近医にて治療を受けるも母J行中手干j'lffi'ri欠t.Mと問凶 とを確め i'I!fI!J運動を開始した 術後 I年の現{J:， 1三関節

の不安定椴IH，ときどき同部より矧l股を必める。 iffl~.こ可!fj}J城市1)限を伐存しているが，ほ指の支持性は良好

{:):f行中手竹i市に約 5.0cmの什欠損を必め，受{初後 6 で， 感染の !呼発もなく~作業に復帰している

ヵ月 11にイii刻iル!'l"I'Jj#fl!動的脈をド栄養血守?とする iliac 考 察

ostcocmancous free Aapを作成して/.Jj行に砂ffEi，深腸 術後観察JVJl1JHtJti:lて 4年，紋短 1年である。術後の移

骨l"lli起動脈と桃竹動脈 を l吻合 Kirschner 銅線にて|山111ft骨の生存の極早期の monitorに関しては，いろいろ議

定した。術後皮介は完全に生着，術後 2ヵ})11の1ftl竹治 l倫のあるとこ ろであるが，理学的所見，X線像骨 scinti，

影にてl吻合血竹の良好な15fl存を確HZ 竹総介の良好なこ 血管造影， biopsy l'Jj}止を参考にして経過観察を行 った.

-・..... 
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a. 骨癒fT良好

整形外科

V : !'(j'l脈， A : 1リJ脈， ー :lfll管l吻介部

図 2.術 中 mt.t. 

b.屈曲

図 3.術後 4 1ト
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C. 伸展
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皮府欠引を伴 う手背部作11筋!地損傷に対する{ljljjjj舵イ、!遊離足背広弁 1783 

令例lに体I後早期に'，'1総合をilT，竹悩i炎，'j)J'!l_ilH扇の再発も

なく ADL 1::平等ゆ!な改善をみている(友 1) 

また， donar sÎte の残存機能障~ 11 も t降度である 皮JiIi

形成を要する場合， 1:腕部で大きい slraighl な移Wl'ii

を必要とする場合には free fi bular graft に広背筋移

行総Iを合併することにより I(n行良好な筋皮介で移楠tiを

被泌すること， 大きな移ft!i什を要しない手部j周辺では

iliac osteoculanCOus frce flap が適応と考えている.;f..:

手術は meticulol1S な子b将校「ドを要求されるが，広範UH

な什欠損，low gradeの 竹版協切除後の1'1'欠狽のIfftill，

1支!仔，什l'iJ時欠損の再建を 次的に行えるたいへんすぐ

れた方11、と汚える.

文献
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皮膚欠損を伴う手背部伸筋腿損傷に対する

伸筋腿付遊離足背皮弁の経験

A case report 01' free dorsalis pedis Aap with 

long toc extenser tendon for日ngerexlension 

辻キ作*

Dcglovi時 損傷後に生じた下1'fの皮h可欠ji.¥を伴う {rll筋

血t打Hvj例に対して， .R)J!JfifIP筋)院を j主介 I)~ に fTめてネ 卜

した1位向ItJL背広弁を彬摘しほぼ満足すべき/J'桁およひ

中指の伸展機能の川似が得られた症例を経験したので{i~

f可する

症 例 35成，リJ

化粧合板塗災用のローラ ーに1il三ををき込まれて受

傷 付折 IP関節より r-I-'f部さらに前腕にかけて crush，

deglo、ingされた

初期治療 :受傷11可後の初期治療段階において， nllcrQ-

surgical lechniquc をJ111.、てで きるだけ一次的に修復を

よ|り，その結果イ:手の全mは壊死をまぬがれたが，チFlT

f部に広範な皮h可欠損がノ|じ，同11

血刷舵tは!庄工t拘惜によ り1:正山刈山ω:1品IJ.位i主i一の笈変!河沖刑l'刊ゾ'1に陥つた /小jド刈、斗J行カか、 ら小J桁行の

MP  閃i節}H治ii'jは伸肢拘布桁鮒(1となり P円11'1以閃見則l凶h卸節↑刊jの l'“H動1;パf伸申展i巡主動lはま

まつたく 不能であ つた しカか、しし，加1筋万1腿t削雌tは上比t'l絞攻町「的|内サ良k好fに(保瓜

たれていたので，受{勾後 3ヵ月にて予f?のl主l内の被桜1'1=

Key words: frec dorsalis peclis f1ap， long loC CXlcns引

lcndon， fingcr extcnsion 

ホ K.Tsuji (医長〕 福|判県立柳川病院整形外科(窃832柳I11rl1 

筑然1sr29; Seclion of Orlhop. Surg.， F'ukuoka-Kenritsu 
Yanagawa Hospital， Yanagawa) 

の1"1復 とや11筋腿の!<iJf時科kl!を汁って木手術を胞行した。

術式 :ます'移M床のijl¥iIi1iをfj-I.、，予1'f，'(ilの不良除l芳:

および変i'I= に陥った {ljl筋 l院なと'の軟 ;'~I組織を |分に切除

した 次いで左)l_-I'yより約 8x8cmの大きさの皮弁を

学 |した !支弁内にはmzから第 5J七)lJ行{ljl筋血t，fJ}_-/'f 

図 1. 1.支弁の作岡

.1. 1....1 
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動脈とその作ht'ff'脈，大伏イ1:I'(f，脈，浅!日1'I'I't>l'併を介むよ

うに挙七し移ftI[した 本例は移!iI(床のiH似が!Iij)防まで広

範に広がっており， したがって創傷が l要動脈n休へも

及んでいると思われたのて‘術liijの a暗 logγaphy をii っ

た Angiog ram にて布手の栄l~ !li))IVR として悦'，'J および

g'l'l'!日j脈をd、めた 挑'片動脈の[([[流のほうがより良好で

あったが， J~甘動脈の血流も卜分と !ι われたので reCl

pien l arlcry として尺骨動脈を用いることを i"，ぶした.

しかし， iA'i' I'に )~'I'I'!l]山脈より の})強い oul-Aow が何ら

れず， reclplcnl arlcry を悦'i'i!ffbWRへと変更し)己i''f励

WRとのあいだで封iHJlIl1I勿介をiiった. I'(('WRはr-t''fの!主!?川氏

と大伏{L:的WR を~;;，l 々吻合した t>l'*自主Hi:nt>l'$手i長校と伐

JWI'I'l・神経を縫介した 皮介1)']に含めたtis2から第 5Wι

指 {'I'1j先取rはボJ行から小桁のそれぞれの{1111j万艇に bridgc

grart した. J土弁 J采取部~i PYF-spongcにて・時的に被

wし 2週間後に|士Ui'の形成を i!jって分}，;1h(()支を iJつ

た. J.文介移ji((術後に(氏分 fデキスト ラン

500 ml/II， ウロキナー ゼ 3}j 6 Tii'Jf¥!/ 

11を 1011 H¥J投りし た

綿術7後経過 l皮土7介r(は主体術i1後愛dの)11術両 f広~1抄砂抗仲F似;γ;f，;刀a

の「介T併f川，iもなく lμ辺k好fに'I:.l，ぷ1した i~体術t小耐、ザI任i後4変H

i迎~白~よ りJ折行の i'什'I!動[V助iJ{州{，例仲'1巾|ド江版.~)運，'1: 1ω動E似助iり泊iJを剖IJ附片泊fl始し fたよ i兄込辺j辺D J 

a.受 傷時 b. 初WI治療後の手背皮Itlf欠煩

j励u効川1)1ωJバ必1)開j別H始後しばらくは l'i!fibI'l'展運動はほと

んど小能であ ったが， N:i後 3ヵJJぐらし、

より移hi(鍵の緊1;11を別的に，認める ように

なり，それにしたがっ て l' l !fy)イ'1リIL~運動が

II[能 となり，その後 1111、Iの経過とともに

n動的 II[動j或は改片し，とくに小指およ

び '1'桁の PIP 関節において許しか っ

た 術後 1壬ドの現イド， MP関節は{'II以拘

布iiとな っているカしJ、J行 PIP 1見Jili'iの l'I!f>Jj

辺!fj)jll!ifyj域はー20U
か ら800

， 'HFi PIP 

lihlui'iでは 30υから 90
0
と，これらの他

!日~)H)b可動域にほぼ咋しくな っ ている図 2.

図 3.JJ(介の挙 1:およびi佐出fEl時 図 4 . 皮弁移111'(術後の千tf 古~;
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a. 最大frt11.長時 a. 11止大原111111、?

図 5 皮介移植材、I僚の 1'1{!I;運動 Iff動域

考察

j佐島IUt. j' 'f皮 jfはその派取が比'I~(ドJ作坊で，干名柏後もコ

ンスタントな生J1がJtlH!Jでき， 1.主ト)1日}jJjが少なく， しか

もま11'11回復が何られるという大きな利点があるため「桁

への移植に.i0iしている 今I"trr:月は， この皮介|人jにおi¥2 

から第 5長)-1':j削111筋!雌をfTめて移111'[し， 下苛却の皮Ii可欠

似および仲紡艇のl，ijlL'y11j伎を討った j土介は良好にノI:.li

し，術後 4迎にてJ行!'I動1111/民運動を1mkfiしたが，運動IJfJ

kfi後しばらくは 1'1{M11展はほとん ど不能であった これ

は砂jji'[粧の総行によるものかと考えたが，術後 1ヵ)1く

らいより移jj([Jlij!のゆJIIi.(な緊'Jkを認めるようになるに従 っ

て臼動イ111展は Iff能となり， 1111与の経過とともに改汚をぶ

した とくに PIP 1刻節において I' I!日~;連動 If f動域の改吊

は }干しく ， ノJ~J行および ' 1'桁ではその他{!I;)型動可動j戒にほ

，i'~\'しいところまでい没汚ーした こ Alはや11~jJ jifの ampli -

1udc の 1"1復とともに {III/民力が l将必した結~ と};!}，われ，

その間移11![舵のtlHO;i生は良好に保たれていたものと考え

ている また，本例のごとく!日'j l支に仰向された移jjl'i~K に

おける遊断皮介移Wiにおいては，そのmft]jの影響は 1必

lfll ~~;へと広範に波及しているものと考えねばならず，た

とえ{体術4和ili前ii凶ijの a剖n湾gl旧og引ranlて

的制紺制11札L、動l即脈』派tでは制体術、ザI川'1-'に 卜分な ou叫1ト-日owがf仰!リ}られない可

能v例ゾ'1主一があるので reClplcnt arleryは|分な Ifrl流をれす

る動脈を '1~( ， rUこ選択すべきものと考えている

まとめ

木ず体I訟は皮肉の被lu'i'lの1111彼と血1iの話llイfーされた腿

の移舶を同H、?に行うことが Iff能 であり I .'lt条{'I:-ドの移ll![

床でも良好な移植血tのrJ'l'{iJ;性が Iltられると思われるの

で止、条件卜ーの移Wll友における ;Jz I内および腿の l'iJ時再~

に有川であると考えている しかし悪条件下の移れ!i床

では rccipienlarleryの選択には快屯を則する必要があ

り，体iliijの似吊:な planni噌が必要と思われる

文献

1) ，'，'H光'1ほか:教形外科 ~~ : 50'l， 1982 
2) ，'iilL)!:!'lii1lJ、 唱さ ・災外 22: 1319， 1979 
3) UI 蹄:11，' 臨幣外 17: 220， 1982 
4) i¥lorrison， A.¥へ， cl aL' J. Hand Surg. 3: 235， 

1978， 

5)領府顕:ti1I)' 整形外科 32: 1430， 1981. 

の収木博志ほ1)、 臨教外 14・1'l9，1979. 
7)大久保康 : l/). : ~申告!杉外科 33: 346， 1982. 
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Atraumatic techniqueに思う

山肝 鹿樹

¥川崎医科大学整形外科助教授〉

機能の再illを主とする手の外科て、は手術にさL、し，し り返すことなく， fl的とする部位を洗練された操作でー

ばしば atraumatic l echn i quc という吉!1~を耳 Jこするが， 54に民間して，手術11与問を短縮すべきとしている これ

fllfか手の外科の手術に特イ1のすばらしL、以術があるかの じはliijiliの純々の条件，千術器械に加えて，IAij liijの綿'併

ように響き，予の外科を特殊なむずかしいものとのf;IJ匁 な計 lilij，医予的知見，解剖学的素養， il意深い洞察力ゃ

を与えかねないまた，この atraunlattcに行うというこ 経験が必要であるうが，これらはやjも手の外科に限らず，

とで手術のすべてが説明されることもある J'術!'I休， 手術一般に共通する 'JT柄であろう

本米 lraumallcなものであり， alraulnatlι とはが川す |臨床医γは経験の科'1ーといわれるごとく，純粋に科ρF

るが，手の外Hの下術ではとくに lesslrauma licにlJう 的な知見と医術からなっており，後 円は手術などの人の

よう常に印芯、すへきということであろう 子の外利でも 子指を駆使してなられるもので，人それぞれに何か芸術

整形外科の多くの手術と IriJ様に，倣い組織から軟らかし、 的センスに似たが1人的な差違がある山であるが，むしろ

組織まで桁 々で，それぞれに止、じたとり扱いが必要であ これは利乍に基礎をおいた技術 (William Osler)と考え

り，これらを路まえたうえで Icsstrallmat i，に行うべき るべきで， 一定の知識のある告がトレーニングを受けれ

であろう たとえば脊髄に刈してはし、わば lIntouchablc ば ~の水準に到達するといえる.この医術が手の外科

tcchniqucが:t'求されるように では大きなウエートを占めることを Bunncllは指摘し，

さて，この atraumallctcけ川Iqucについては 1921_{I 科γ的に atraumatic tcchniqueとして1<わしたものと

に，手の外科を発展させた Bunncllによりはじめて述べ 解される。

られている BlInncllは手折では他の部付に比べ繊細な 人の手指でなされる医術が，最近の医'下の進歩に比例

組織が慌に集ま っていて，機能の川復がとくに必ぷされ して急速に進歩しているとは必ずしも考えられず，手の

るため，手の外科では fibrosisを起す感染と炎kJxli:.:を 外科における近年のiiUP，成績向 上には医学的知見の進

駆ブj抑える必安があるとして，従米の cxcisionalsurgcry ~ょに.í'.うことが多く，次レで手術総械や材料の進歩があ

の手投では rcconstrllctivcsurgcryに不向きで， alrau- げられるであろう.手術に当たってはこの新たな知見と

matlcな手J止を用小るべきであるとした sun凹 11の述 ともに microscopc，パイホーラーなど必要に応じて%jr

ベる干の外科における atraumalictechniqucとは無 l但 しl"ぷ材を (r分に利HIして子術を施行すると I，u時に，

野とこれが"rFaな麻酔に繊細な下術器械がHij艇で，さら sunncllの述べた atraumatictechniqucの1'.旨を n'に

に BlInnell1:1:.皮切から手術手以までこと細かく，;己述して 念、 ~j[において手術を行うことが，機能の 1']1復を目的とす

いる たとえば下の外科の細かL、操f'lーは無lUllJ!yでなけれ る手の外科においてはとくに必~でないかと思ってい

ば不可能であるが，出血させてこれを拭う以f'lが組織を る

少なからずfU押し， j般If.J;を増大させることになるので，

必~な場介(;t. U\I(IU主力一どに以み込ませるよう経くハ:迫

して愛護的に除去すべきとしている.また繊細な鋭利な

手術援械をi史川して atraumallCな皮切や切断をfiい，

組織を愛護的に敏い，加えていたずらに無駄な倣「ドを繰

-・ 0 “ ‘・.・'一・・ ー.......・.............・.............:....・....... ・""'_' ..•. ー.・・・ー・・ー.・.・.

文献
j) llunnell， S.， Boycs， j.H.: Surgcry of Ihe 上land，

Lippincotl， Philadelphia， 4th Ed.， p. 144， 1964 
2)内州兼一位11:手Ji'i}:J!筋腿再建子術における atraUlnatlc

technic 牧形外科 34:615， 1983 
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<VI.先天性奇形>

内反手矯正手術の新しい試み

New surgical procedure for correction of congenital club hand 

渡 j，]1 ~iC;十J II ~ {を

l人Jlx手の臨J木像は焼'~J 発育不全による前)腕の短縮，行

1111 と T関節の強い抗Jii~ ， 手においては(:Jj行の低形成に代

六される したがって木痕を 外利的に治療せん とすれ

ば， 1'"iL今つの部分に対する処置が必要となるが，中で

も子以l節の変形すなわちhU宇:{llIlm~r Iの教復がも っとも 市

必である しかしながら，いまも って確'だな)i法は縫3止

されていないとい ってよい したがって下:富らがし、ま ま

で治療を行 った症例も手関節の段階でJeli?¥みする例が多

く，最終段附の1;川町IHR術にはなかなかいた らなかった

のが実↑Jjて、あった 現イじまでに行われてきた下関節変形

の矯正11、は尖にさまざまであるが，も っとも nf.)!:_な発;慢

は怖骨の部分欠損却を骨移値によ って布Iiうというもの

で，Albee (1928) は遊自ffi甘移n((を行 っている.しかし

発育部分をもたない骨移植では成長とともに変形の Ilf発

は必宅で， Slarr (1945)， Riordan (1955) は竹端発育

線を fTむ遊離IWi 骨~jl移舶を1j っ たが， 'l't成jてにはみるべ

きものがなく ，現ぬ ではl次葉されている.最近では微小

血管縫合を用いてJrll管柄付のJWi 骨~jlを移値する刀法が E

)1二 (1982)によ って縦告されたが，'I'l"JJI(;長についてはい

まだ縫定的ではない

- }j ， これらとは日1 1 に)~骨末端を Y ~r:砲に縦切して 千

似部をはさみ込む刀法も iiわれた (Radenheuer，1894)ー

また， )~'il:4 1古 川の険制l)fこ Y ~:Y塑をなすように校状'，'1'移

j¥((をiJ¥， 、矯11'.伎を保持する方法もあり，後述の cenlralト

ヌallonに対して bifurcatio日と称される.このうちには

Define (1963)のごとく， 尺'，i')主位i郁より什肢を筒状に

剥離し'i'j-s実性化'1'1'によ って支持を得んとしたものなど，

すぐれたアイ デアによるものがあったが，すべてi'i'i't支

持の成長という luiで小1久的術式とはならなかった これ

Key words: surgical treatment， club hand， hand l11al-

formation 

* W. Watari (，議印li)，M. Shimamura， H. Muraoka， J、L

Tsuge (教筏〕 広島大学整形外科(Dept.of Orthop. Surg.， 

Hiroshima University， School of九ledicine，Hiroshima). 

トJ ~(， J I苧 il' 卜会[也此*

らと対象的な cCl1traliスallon法は Sayre (1894)の号案

によるものといわれ， }侠~は古く， 続 々の改良が力nえら

れてきた 木術式l土中央手恨骨を切除した空隙にg'i'J"末

端を何人してい12iJせんとするもので，現有ーの内反手統IF

術の主流とな っている 本xらの手術症例もすべて乙の

方(l、が 1jわれているが，術 I~JJX:*iU :t必ずしも満犯できる

ものではなかった.

従米よりの術後IJl(Mに閲する報告をまとめると，第一

に続照変形の 111発)t(iJ交が高いということ，第二に変形I'f

発のみられなかった例て、はj引Tと手恨'，'1'あるいはrl'手'，'1'

のあいだで'nn偵1(1をノ|じているものが多いという点が

抗要である ことに1走者には変形こそ矯正されたものの

手関節骨111e強，，'，のために，尺'I'Jの発育障害は大きく，手

関節強l直と相1尖ってかえ って強L、ADL障害をきたした

と思われる例があると考えられる. したがって各施設と

も本手術に対しては次第に積級性が失われ，適応を厳選

しつつ今日にいたったわけである.

手関節の運動作を11.訂正して変形を矯正し，かつ安定性

が得られる方法，かつ尺'11に発TT障;与をきたさない刀法

ということになると， centralization では不可で bifur-

callon類似の }j訟によらざるをえない これには挑側

に成長能力をイjした'il1'i:支j'，¥'が必要て、あるが，これを何

に求めるかがjミイr-の懸案で、あった.

この点に|対して最近本者らは次のように考えてみた

すなわち，本航の下術僚法がf針行再建術，ことに母桁化

術をも って終γすると汚えれば，このとき段焼II!II指のrl'

手骨は母桁化のために切除されてしまうわけで これを

さかのぼって下関節変形の矯Ii位維持に利用できなし、か

ということであった.

すなわち図 lにノj、したごとく， 生直後より失具によ っ

て完全に約締を除去しておいて適応をと とのえておく.

手術にさいしては動脈造影によって血管走行を担保して

最境側指のほ指化を行う方法は Buck-Gramko法に時1;

ずるが， rl'手fiは切除せず，周聞の骨膜を十分に温存し
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A : Buck← Gramko 法に従L、段焼側指

の母指化を行うが，このさい01'下脅

を切除することなく '~î 膜を温存，自íj
腕に押し下げて移動する

B:二次的にドーム型'171切りを1jい，
伐存する関節軌侃H立を矯11'.. このと

きに移動した中手'1'1-.ili位部を尺骨に

移動する

図 1 われわれの考案した方法

血行を保つ 長さは少しでも長いほうが有利と考えられ

るので，小~形什をつけたまま外し，古íj)腕に移動してし

まうわけである MP 関節は CM 関節伎で火側の CM

関節に固定するが，このときほ指としての肢1立を調節す

る.手術の第一段階はこれで終了であるが，第二段階と

して尺骨~位端でドーム地骨切りなどを行い，残存する

関節制hの偏{立を矯1Iーし，ここに先に移動した中手'汁のl氏

部を同定してやればより強固な支持が得られるものと考

えた.

臨床応用の第 1例は3歳， YJ;u，ノcl人l反手仔IJであった

母指は B1auth IV度ですでに切除されていた そこで前

述のごとき方法で第一段階を終了し移動された中T骨

の成長と矯正伎の維持カを観察することにした 現A術

後 3年が経過しており ，現ず1:のX線所見は図 2のごとく

である，前術，術後を比較すれば明らかなごとく，移動

された中手骨の成長は他の部分に決して劣っていないこ

とは計d{ljによりJifJらかであるし最前fo核の形態にも変化

/， 

a. 制'il直Ilijのもの b. 術後 1年のもので，

百ij腕に砂動された'-1'手
骨1-::')1I(Jを障害はみられ

なし、 '1'手骨底がtiii腕

に浮遊しているごとく

にみえるが，軟部組織

と回行 しており ，変形

焔 11二の維持}Jは十分で

ある

図 2.X線所見の推移をノJ;す

はみられない 移動された中手竹近11'J)i:iJはriij腕に浮遊し

ているごとくみえるが，軟部組織に1;1;lltしていて矯11二位

維持力も 卜分であり， )~骨へのいl定がはたして必要かど

うか決定しかねている 現化のところ変形Ilf発の徴候は

なく，形態的には満足すべきものがある.なによりも手

関節に'学 ・ 背屈おのおの 30~400 の可動戚を有してお

り， I、;j白化mを用いてつまみがて‘きることが ADLを飛

l'{t(的に[i，]とさせている 1山j親の満足度も向L、

事者らは本仔IJの好成絞に力を得て本術式をいl反手手掛ij

に常用することとし，最近 2例日 として 6歳，女児例の

下術を行ったが術後経過が短いのでここではふれない

以卜，誠に少数例の経験て‘術後観察wJn n も浅く，確定(t'~

なことのいえる段附ではないが，従来の予都I法にはなか

った特徴を備えた実用lillI値の高いものであるという感触

をも っている 今後も症例を重ね検討を加えてし、く所有ー

である.

J目先生方のご追，t¥，ご改良をお願いする次第である.
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三指節型母指多指症にみられる介入骨の組織像

Histologic feature of the extra phalanx acommpanied 

with triphalangeal thumb  polydactyly 

荻 野平IJ彦 u 井 清 一 薄井 jf道 三 浪明男

福田公孝 三浪三千男 加藤 貞利*

{:j:j行多指症の汗il{，tにさいして， 余剰指を切除する場

合， 一:Jl'iu百側のf:H行を妓さざるをえないことがある そ

の場fT，残存ilH行のi長さ，あるいは IP関節のIj，J{立を矯

正するために， 介入'1'1に対する外fl的処置が必要にな

る しかし 介 入'1']'と末節骨骨端似の関係が不明なため

に，介入'1干の摘出によ って末節'，'1の成長が障害されるの

ではないかとの不法'を感ずる場合が少なくない 今1"1，

三指針j l\'~{:J: j t1多指痕にfドう介入'p] と木節'円-骨端核との関

係をゆjらかにする 11(I'~で，母指多J行症の X線像と手術的

に摘出された余剰母指の組織像を分析 した

対象および方法

1 )最近 11年間に木治療で当flを初診した母折多桁

府 80例 90手のうち， 基節1R，H手折多J行症 43手のがE側l手

術あるいは三J行節(;J:j旨側のX線像をイ'i'lJlfらの分類により

lへー， y型に分類した

2 )手術的に切除した基節明i利行多折症の僚側母指 l

iR，l :l m， n w. 7 m， 目型3j'行， IV l\'~ 2指の縦断切片を「卜

成し，基節骨と末節竹のあいだに介イEする秋'，']組織と介

入'I'l'の組織学的防策を観察した

3 )基節型母折多J旨症で骨端隊機の介入骨の摘出を行

った 7仔IJについて，末節骨の骨成長の過程を観察した

Key words: histology， triphalangcal thumb， polydactyly 

本 T.Ogino， S. lshii (数度)， M. Usui(講師)， A. 1、linami，
K. Fukuda:北海道大学整形外科 (Dept. Orthop. Surg.， 

School of ~ I ed i cine ， Hokkaido University， Sapporo) ;M 

Minami (院長)， S. Kato 北海道整形外科記念病院

結 果

1 基節型母指多指症における 携側母指のX線像 (表

対象例 43手の機側母mの法節 末節間附!のX線像を背

野')らの方法で分類した.外型の内訳は， IF常の基節甘

と末節'ij'からなる l型 13手，基節末節IMI隙が拡大して

いる 11型 15手，村端紋様の介入骨がみられる国型 11手，

折節什織の介入'円-が存在する IVJR，14手であ った

2.基節型母指多指症の椀傾lJ母指の組織像

1 ~ 1II 型のいずれの型においても ，末節'ii・の骨幹端の

近位には正常の甘封;ij成長秋'rJ-1討が存ιしていた.その古l'

止軟'目指H胞層よりさらに近位では，軟骨細胞はllJび次第

に肥大して挟l節秋什に移行していた(図 1) すなわち，

静止軟'1'1"細胞層を境に，述位の軟骨組織は末節骨の内軟

骨性'il化に関与するものであり，近位は'?-J端綴の内軟骨

性骨化に関与していることを確認した.各型聞の差を検

猿すると， 1型て‘は末節'ii'骨・幹端，成長軟骨および関節

軟骨はIF'，'i¥'の組織学的桃2裂を示していた。 n型では軟廿

性骨・端が長取h方向に延長しており，将来，骨端核が形成

されると思われる肥大l欧竹細胞群で占める範囲は l型よ

り明らかに広範囲であ った. 目型では， 11:型と同様に'ロー

封;Jが長lMl方向に延長しており， 11型で!肥大軟骨細胞がみ

られた部に一致 して骨端核が存在した. つまり ，11型と

目型との差は軟骨性骨端部に'首・端核が形成されているか

いないかのl時間的な差をX線像で~別しているにすぎな

かった.一方， IV型においては，介入刊のl刈端に関節軟
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表 1 基節型母桁~fi'j症の徒側!川行の X線像

typεl lype 2 lype 3 type 4 

法節型母指多指 。 。
0<7 〈ク

症の榛側母指の . .....  一

。
X線像 、

Cコ c0 、(菅野の分)¥(i)

二指fiij明
基部-4:節r::1 骨端核相

骨 4亥司q
11¥1即日の説、大 (二三指釘jJfj¥l) 

症例数 13 f 15 F 11[' 4 [' 

年齢 1 ~22 ヵJl 2 ~26 ヵ IJ ーI~ 1 4 1J 月 4 ~ 1 5 ヵ 月

(平均〉 (6.8) (8.4) (8.1) (10.3) 

4-， 'J; 

¥、、
11

、、、 が々、J 'IJ 

図 1 主主節 )~JUf旨多桁j，i ' (目盟〕の組織(象と体iliij(去のX線像との|弘|

係

一二一_:__l_ll' 1 

1983 W 11月

骨が存イ!し，末節骨， j点節骨とのあいだ

に関節を形成していた(凶 2). 

3 三指節型母指多指症の介入骨摘出

後の骨成長

X線(象で， m， IV J~J.に分類される i川行

多fi'jj，Eの'1'で，介入'，'1'と末節骨のあいだ

に臨休的に明らかな IIJ!li)J性が確認された

3子に対しては，介入竹の全摘tuを，(iっ

た IIJfyJ性のない」チに対しては，末ili'i

什'，'1'1;品阪に相当する'rI性部を関節軟骨を

かめて切除することにより IP凶節の制

作を焔JE した.子tfrll.J年齢は 9 ヵ月~:l

成〔平均 1歳3ヵ月〉であり，術後の経

過観察JtlJ問は 1~I三 3 ヵ月 ~8.{ド(平均 3

fド)であった。術後は， ~、ずれも母mの

JC台は順調であり， ~îi~'I 'l は正常に発 TI

した(凶 :1). 1171リのみ 11' 1具l節の(州、〉

がI'.i発したが，これはIVJ刊に属すると思

われる介入什の一部を伐した症例であ

る 術後のX線像で， i'ri¥分切除した介入

竹とぷ節什骨幹端のあいだに末節'討'，'J'出

伎が新たにIH現してきた 3歳fl.'fに介入

1iの全的11¥を行った

考 察

ノil"lの院側付指の組織{象の観察紡'.j;;を

みると， X線像で基自IJ末節間関!が拡大

している Il型て‘は l倣竹性骨端が J.!:'lqh)JI~'J

に延長していた.また， '1出'11'1:'1'1'端の'1'

央:には肥大軟骨細胞が存{Lしており，竹

a. lype 11 b. lypc ul C. lype 1'1 

図 2.'*.IiIi J~)/ ;j: f行多J白川~ (jJ-Ni¥'DのX線像と組織像
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端核出現前の状態であった. このことは， 11 )~~に将来形

rNされる介入骨の本態は末節骨ーの'，'1品;核そのものである

ことを不してし、る ー方， X線像ですでに'，'1端妓僚の介

入'11がみられる場fTには，介入'1'1が木節骨の'，'1端核であ

る III型と，ぶilil骨から独立して{f{1する介入'，'}'のIVJ引が

ある 介入'j!l'が末節什から独立しているかがかの判'，_c

は，臨床的に可動性を確認する方法のほかに， 末節中jの

骨討fo核1:1:1現H与期まで終過をみることにより判定可能であ

る.先に示したIP凶節制伎の Ilf発は，早期に手術をiT-， 

たため，この判定を ，i~'~ っ たものである

二三mfi百 J~~I :H行多t問主の介入'1'1 の摘出にさいして，介入

骨が末節'円から独立して存在する W型は，介入竹の全摘

出を千jうことで問題はない. しかし介入竹が末節骨の

骨端紘一である聞明では，その切除範囲が川JWである.ん(i

音らは，付針flI伎の'l'l'i'1:i'刊iを関節'lix'l'l';を含めて切除する )j

法により，*節"，}の成長附害が発現しないことを女11っ

た 末節竹の成長線とそれに接する軟'円'1'1='1'1'端の一 部が

dlt存 されるためである 末節骨・の長制方I('Jの成長は防官

されずに，成長 ~(土 ' rJ' Jif1の近(立部の抑止軟竹調11 )泡層から新

たに骨州政が形成されるものと思われる(凶 1)， 

結語

基節~J. I叫旨多指定にみられる介入'19 の X線像と組織像

を分析して， 以ドの結果を得た

1) X線像 でみられる基節末-Dill間間隙の>>L;大は末節

'1'1軟骨性'rJ端の延長によるものである

a. ノ|後 lヵ)J b. 311)):/1寺術前 c. 5 成 I時

図 3 基ílíjJ\'JIJ指 ~J行椛( 111 J¥'J)の'，';端{安部分捕11'.

{去の'I'l/Jli:k

2) X線像でみられる'H'vlfd倣係介入'1']・は，末長il'¥'l'の骨

端銭の場合と，独立した介入'，1の場合がある

3 )治療は，介入骨が独立している場合は全摘出術

を，介入骨が末ilij'丹・の十j'Y;M絞である場介は骨端主主の骨性

精を以IDiH吹骨を合めて切除することにより，末節'，')・の成

長障害を防止できる.

文献

1) f，'j!Hii勇 ほか 終形外科 29:1561， 1978 

.lL .1..L.ム且
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手の絞施輪症候群の術後経過

Follow-up study of constriction band syndrome in the hand 

制 生辿介 渡辺宏之

先天性絞似輪症候鮮は多彩な病態を示し，その病態，

また発生機序に侠lする報告は多いが，術後経過に関する

報告は比較的少ない われわれは，手に手術を行った症

例で術後一定期間観察しえた症例についてその経過を報

告する.

症例

1968年より現イ1つまでにわれわれが経験した先天性絞

泥輪症候群の患者 68例のうち，チに手術を(jった 19W~ 

j占4く 7[:11:仕 藤田膏 也市

もilflitを認めた.

手術法

術前の病態は，従来指嫡されてし、るとおり多彩である

が Pattersonり は 1)絞犯輸のみ， 2)末梢に変形を

伴う絞犯輸， 2) 介指を伴う絞~li輪 4) intra-ulerine 

ampulallon の四つに分類している。 このうち手術の対

象となったのは合指と絞釦輪であった

1.合 指

合mの術前の状態では，先端合指が多

く13例 16手に認められた これら先端

M行に対する手術は合指を分離して直接

縫合あるいは遊縦他1)1:を施行すれば 卜分

なものがほとんどであったが， 2例では

合指を分けた後，指節fl・が脳出し有茎j文

弁を片J¥，、ておおった

J行の先端部が分かれ，中間の位置で介

指のあるものは 3例にみられ，合指を分

断して遊自IHIU支をしたもの 2例，合指の

位 ii/，~に絞侃輸があり Æが'éZ形成術を併せ

てyjったもの 1例がある

L、ずれの合指でも， j旨間;mを深くしな

ければならない例があり， 9例 17折IHJ

に指1M]形成を行っている.これにはf刊!IJ

M型弁2)で指股をつくり，遊離値l支を併

用 した例と，単にZ形成術などでよい例

があった

2.絞犯 輪

発生部1立はボ ・'IJ.fo;H旨に多く，ほ ・小J旨には少なか

った 手術は述統Z形成術だけのものと絞侃輸の切除を

加えたものがある 1 {fIJてーは絞似輸の恥iが広く， 幅 l

cm に円周状に切除し， 有茎皮弁を巻きつけるよ うに し

ておおったが， I支弁のJ毛皮が主主死となり結局全層植I支を

a. Wi 市川

図 I

b. 術{を 6年 j文府の肥!与を残す.

28手につレてみた この 19例のうち男 10例， !J. 9伊IJ

で，催j心肢はイi3例， 左6f11j， I山j側10例であった.病

変部位が lヵ所だけの症例は少なく， 13例ではド肢に

Key words: hand， constriction band syndrome， postope-
ratlve CQurse 

‘ M. Kiryu， H. Walanabe， M 邑himizu，S. Fujita (助教

度): :東北大学形成外科 (Dept. of Plast. & Rcconstr 

Surg.， School of λ，jedicine， TohokuじnIversity，Sendai) 

行った

術 後 経 過

1.合指

先端合指では，祢;jnijの状態は合指のある指はちょうど



束ねられているような状態で，とくに示

指から小指の 41i'iに合指があるものでは

ボ折， 小指の MP関節が中指の)j向に

偏位しているものが多か った 介折を分

断すると，その偏位はただちに改善した.

介所があり，さらに短指があるもの，

4指の先端1i1i1があり末+fiの切断を介併

していたものでは，合指が分離された時

点ではあまり 11立たないが，経過に{料、

指間部が+lj対的に浅くなり，権忠、JHをよ

り長くみせるという 11的も加え二次的に

指問形成を追加した.

2.絞拒 輪

!I次部組織に日正lしては，術前に絞似輸よ

り末梢に balloon変形あるいはリンノ、

浮腫を認めたもの 11手であ った. 全周

にわたる連続Z形成術を 1副で施行した

2例ても末梢の検死などはなかった

Balloon 変形のあった症例のうち術後 2

年以上経過した 5手のうち 1手では術後

6 ヵ月で股!阪が引けて，術後 7 年では~

部組織の萎縮を残している 2年以上を

経ても balloon変形を残すものがある

が， :3 il三以上経過した 3例では， }幻何の

肥l享と催怠部が太いという状態は伐る

が，改停の!1:t(lt，)にはあった(図 1) 

絞羽u輪ifflに一致して背に変化があ った

ものは 8例 12手あった そのうち 11911 

は絞犯輸に一致して骨の陰影を欠き，竹

が二分されているような所見をノJえした

が，術後 6週までに骨陰影の欠損部は竹

化 した〔凶 2). しかしその後掌似11に

湾l幽した変形を示し長車dLl二の成長陣告

は軽度であるが， l'j，H，変形は 10年後に

も残っていた

{也の 7例 11手には， 絞事巴輸に一致し

た舟節'討の狭小化がみられた.このうち

8手には連続Z形成術が平均 2歳 5ヵ月

u 

手の絞犯輪症候群の術後経過

4静岡

a. 術両ij 絞犯輸に一致して，

骨陰影を欠く

図 2

1793 

b.術後 6迎骨陰影の欠t.D

':ftlは骨化

a. 術前.絞犯輸に一致した什 b. 術後 7fF.. '貯の狭小化は改

の狭少化がみられる itーしてきている

図 3.

時に施行された 1例では 7年の経過で改志傾向を示し

ているが(図 3)， 617IJでは 1年から 9年の経過で竹髄

腔の狭小化と竹の硬化像が残り骨変化の改持する紅!支は

で， そのため MP1長lifIiの偏伎を起しているものが多

かった. 介指を分間tすると， ただちに偏位は改汗され

た.

少なかった(図 4). 

考察

先端合指の例では， j旨が束ねられている ような状態

知絞輪て‘は全周にわたり jili統Z形成術を 1回で施行し

た17IJでも，末梢の組織の嬢死を起すものはなく， Hall 

ら3)の指摘するように折においても分節的な血管支配と

] lLJ 
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ょの時点ではリンハ浮肢から皮 F組織の

ー次fドjな線維化をきたしているものと辺、

hれる さらにfl'~こも狭小化がd、められ

た広例も，長前h1の成長はよいが，'i'J-j"Ufi 

11';'の狭小化，骨 の(岐化像などを残 してお

り， 11行保障害からくる remodellingの附

;与があり ，指節什では早い時期にぎfl杉が

固定するのではなレかとH(，'i，言された

まとめ

a. 術liij 絞羽目輸iこー致した'，'1' b. fl小i1を 5'1 ほとんど変化をみ

先k1'1絞犯輸症候JrIゐの佐例 うち，下に

手術を行った 19例 28Tについて，その

1m愛終過を令指と絞~~輸に分けて観察し

た {i1i'iによ って起されている MP関

節の似位は術後ただちに改善するものが

多かった 絞ぬ輸にf'fう balloon ~}診

なとのlji，j;，lI¥組織の変化， X線 1.の午jの及、

化は長期に伐されるものが多かった.
の狭少化 I:cl 、

図 4

JLIわれた

絞似輸より末H'iの軟部組織の balloon変形あるいはリ

/ハ浮腫の改持は逝く， 6 '1・を経過したものにもj文l何の

11巴厚などは伐り， 予術時Jj:)Jのヨド均が 2;;，長 5ヵ)Jであり ，

文献
1) Patterson， '1・j.S.:Br. j， Plast. Surg， 14: 1， 1961. 

2) 1尚一郎ほか 形成外科 21:395， 1978 

3) Hall， E， J. ct al.: Plast. Rcconstr. Surg. 69: 53? 
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手指の独立運動を障害する屈筋腿聞の破格腿 4症例

Four cases 01' anomalous lendon slip belwcen Hexot' tendons in forearm 

版部門 ifi 楠 11.. 敬 飯田川(/1:男

1b，l斗 Jだ ，(，Ij (I' 晃ホ

下指J:l\íl'lj)~問の般t'r'r艇の (r:(I:a ， 111くカか‘ら角解Ij午n行m削T引刊|リ)，〆、下 f片片に

より仏d認f包、めらJれLていたが，その臨床報告は比較的少ない.

われわれは， lHH行1:1¥筋!虻 ノJ'指(:t!JI1I:I¥MJJ腿川 のI政絡腿

:l例およびIllj行-J;;1j行浅1l'i1:1:前il.此聞の似t'r'r風nが¥:，tわれる

l例に迦j越し， 1 f;iIJ に観血[ド~1))除術を， 1 (71)に徒手切腿

Key words: al旧 maly，tcndon， flCXOl 

水 K，Sakabe， 1¥1. Kusunoki， 1. [ida， 、.Toyoshima (助教

授)，/¥. Shimazu (教授) 大阪市、Y大学整形外件 (J)cpt.01 

Onhop. Surg.. Osaka Cil、 仁川、引SIれ .λIcdical邑chool、

Osaka). 

fl>iをlト〉たので報fりする

症 移。
j li ~例 1 ， 2， 3は，:b毛1:士1I1hu筋血tぷJH深1i11:1: Mi腿!日1の

{故中111此例で，いす.れも， (:.1:11'11こIifi}jI:I¥!出を行わせると l'iJ

時に示桁の開，111がfドレ，他動的にポ指を仲燥させようと

しても 伸展せずliij腕末約機屈側に修がiを伴 うが，示指を

1'1動1:I:，11Jさせても 1，;):111の屈曲は伴わない.

症例 1，28成， 91. 

ゾJ ラス切 íìll による イi:J，ては指 1，~1筋血n断裂にて来院 . IliJ駐n
縫 {ìl~i中に， jてほ指1:1¥筋筋腹から起り手似管内にはいる



手指の独立運動を障害する屈紡鍵聞の破格腿 4症例

1 :本の細い艇を断裂艇の尺似1Iに発見〔凶

1 b) この!践を牽リ|すると付指ではな

く/j，指が1:1¥1111 ほかに解剖学的異常は認

めなかった。断裂監~の縫合のみを千n 、，

手術を終了 術後，詳しく問診すると，小

児期より右j辻J行を)国1111すると 1，;1時に小指

もJl1:IIUすることに気づいていたとのこと

であった(凶 2a). nJf;の独立運動獲

得を 11的に第 l凶手術から 6週後に破約

腿切除術を施行 破格!腿は，手似管を山

た後，虫様筋筋)19中央iI官のレヘノレで示折

深指}jH筋艇にfT流していた(凶 1a). 

この破絡艇を切除すると，示指のJ:百曲を

作わない独立したn指の}n:山運動が得ら

れた(凶 2b) 

症例 2.30成 1月 整形外科朕ー

1795 

a. b. 

図 1.長i、』指屈筋ijill(a)から小指深J日JrI!il'fi腿IbハゴJ着する仮給取t(iJi:'

仔1)1 ) 

右母J行をよく使用すると liij腕末H'H51:屈slIIに修補か出

現.症例 Iと同様の症状に気っき，症例 lの手術所比か

ら徒手WJ血t術を試みた.付Ji1の仁lij}J}:l!l出と|日JII与にづく桁に

強;1;11 イ1 1 1展を加えた|瞬間，断~{)"とともに母指の単独[:1:1111

が可能とな った.

症例 3.51歳I;_

20歳ごろ， 舞踊の練沼中に症例 lと|司様の症状が)，

Fにあることを気づいたが， 11常生活に支障なく政院

内rmの変形性関節出で来院 予術はiJってレない

症例 4.22歳，女¥

小児期より数を数えるさい， イ1中指を PIP凶節て山J:

曲すると同時に環指の PIP関節て、の}:I¥III'を伴うが， IjiI 

指を PIP関節で屈曲しでも中指の屈Ullを伴わないこと

に気づいていたが， 日常生活に支障がないので放iif 外

傷のl先行:はない.これは，中指浅JR屈筋血t近位から環指

1長指1:I:il百腿述{止に付着する倣格腿によるものと想像され

るが， 子術はijっていなl' 

考 察

1 浅指屈筋の破格について

Bunnc!')は， 11指厄i紛が|山j生'Uiでは intermediate

group Vこ属し carpusから起り手学部に MJ腹をもっ

brevis typeであり， 1110乳類に進化していくあいだに，

liij腕筋と end-to-end に結fTし，次いで carpusから雌

れて 10時 muscleになったと述べている この発達jf，'H'，¥

において，手掌部での anomalousmuscle bellyなど，

種々の変異が起ってくると考えられている.症例J4が，

浅指屈筋腿聞の破格l健であるとするならば，われわれが

猟渉しえた範囲では，類似例は，村上7)の 1例のみであ

a. 体i ー'
!
 

、u
H

b. iAii H主

図 2.j主例 1

った

2.長母指屈筋の変異について

Bunnel')は， ;;i長類でさえ，片付指}:I:似をもた沿いも

のから， ト分に発達し独立した片付指):J:紡をもっヒ トま

で.符i々 の発注過程があると述へている そのあいだに

は，種々の変災が存干1てL，ヒトにおいても倣格が存(i:す

ることは容易に怨像されるーまた Kaplan')は， 片付

J行屈筋とj架指厄i筋が， ともに， Humphry の pronator

Aexor groupより発達したもので， 1司ーの泌さで隣接し

て存在し， III，j筋腿liiJの結介がありうると述べている 両

筋腿聞の倣格腿の臨床報告は，他ゲ'r')をはじめとして少

数3，;'，6)であるが， この倣格腿が存イ|しでもピンチのさ

いに長舟桁Bl筋と派指屈筋は協同運動をすることから，

特別な指の蝦jきを必裂としない日前生活には支障はな
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1796 巻 34・号 12(臨時増 FIJ) 整形外科 1983年 11月

~ 1 . 長母m屈筋艇示指深指厨筋~問 の破約腿の

理学所見上の存在率(母指自動原11I11時示問の完

全伸展ができない比率〕

a われわれの調介(対象 200名〉

両側性

36 (18%) 23 (11. 5%) 

grade 1 27 (13.5%) 17 ( 3.5%) 

grade 2 7 ( 3.5%) 5 ( 2.5%) 

grade 3 2 ( 1. 0%) 1 ( 0.5%) 

b Linburgの調査(対象 194名〕

向。似Ijtt

61 (31%) 28 (14%) 

く，われわれの症例もすべて偶然に発凡されたものであ

る したがって，この破絡腿をもっ人が，かなり潜在し

ていると考えられる Linburgめ は， この似絡!即が一般

忠者 194名のうち 31%に，音IJ検 48体のうち 25%に認め

られるが，手術の対象となるのは，破#ll此部で chronic

lenosynovltlsを起したごくわずかな痕例のみであると述

べている.われわれも， Linburgと同級の調併を 200名

に行い，さらに母指n動屈1111のさい，ぷ指が1:1¥1111し完全

Iljl展できない場合を， 指先の完全{111以よりの浮き tがり

の距雌を指kliに3段階に分けた 浮きとがりが 5mm 以

下を grade1， 5~ 1 5 mm を grade2， 15 mm以 上を

grade 3とした.結果は， 200名のうち 361'， (18;:れに

よ官、められ， ，lllj側性は 23名(11.5%)であった(表 1) 

われわれが経験した計IJ検例では， ~直 十お!院がiて nmJm iiカ艇

から起つてはいるが，深指肝!筋監gにi主しないで深tFiJiTl筋

取~をおおう u lnar bursa に終わっていた(以13) この

ような.IJ，¥{fは，Nm自動In:llilのさいに長f:JJl'i1，国筋のブJが

bursaを介して示指深術開筋にfドfIIし示桁の屈曲を伴う

が，他動的に{IjIIMすれば]ÌÍf腕末 判Jì~;'~h l:\ 似11の修痛を作 って

伸展すると考えられる. Linburg3Jとわれわれの調査結

果のぷは，これを含めるか否かによるものと考える ま

図 3 長偲m原筋鍵から示指深指屈筋腿に達せず，

ulnar bursaに終わる破格!雌 (剖検OU)

た， grade 1には，このような例も若 l合まれていると

疑われ，はっきり両舵閣の破格腿が存イl'しているのは，

grade 2以_L:，すなわち，われわれの訊H王で、は 200名の

うち 9名 (4.5%)であると考えられる

f .. 士 号玉
川ドロ 闘ロ

われわれは， 長1:片行屈筋鍵示指深折厄{筋腿山!の破物

取ß 3 例lおよび '1 '指-f~H行浅指同筋鍵聞の自主絡融t が疑われ

る l例lを経験した

また， 200名に対して長ほ指屈筋血g一示指t別行屈筋)凶

r:¥1の破約!腿の有1!¥[，を臨床的に調べたがi%':，18%に存イlす

る可能性があったが， frlJ検例の所見を考慮すると，はっ

きり存仇するといえるものは 4.5%にすぎず， Lin burg3J 

の報告ほど多くはなかった.

文 献
1) Kaplan， E.日。 FunClionaland Surgical Analomy 

of lhe Hand， 2 nd Ed.， Lippincoll， Philadelphia， 

p. 99， 1965 

2) Boyes， .J.H.: Bunnell's Surgery of lhe Hand， 5 th 

EcI.， I，ippincott， Philaclelphia， p. 28， 1970 

3) I，ir】burg，R.i¥1. et al.: J. Hancl Surg. 4: 79， 1979 

4)航竹捻ほか 整形外科 28・1497，1977 

5)イi的知樹ほか 向上 31:1649， 1980 

6) i¥lurakami， Y. et al.: Hand 12: 82， 1980 
7) 村上(~;・ :1か 整形外科 23: 1059， 1972 
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きわめてま れな先天性多数奇形の 1症例

A very rare case of congenital multiple anomalies 

J;Jj ，;jo-:博 41
i古!J，-豊信

玉 )1・ j正

L.久{呆鉄夫

四肢に多数筋の筋腹異常と鍵欠損，さらにそれらよ り

発生したと思われる皮 F脈焔，異所1H~竹tl，化骨，介m

JìE，照指症に加えて脊柱{JlIJ~症，下肢長糸， J陶郭変形な

どを合併したきわめてまれな先天奇形の li定例を経験し

たので報告する。

症例 6成，男，

I了中第 1下，満期， 帝王切開で生下H寺{本市 4，070g 

である.母親が妊娠誘発剤 (HCG)を服用していた以

外，血液，尿など臨床検交は異常なく，また染色体にも

異75・を認めなかった

初診時所見:午後 2ヵ月 ，胸部変形以外体斡i怖には外

見 t異常を認めない l'可手掌皮Ii月は_jl精で， t:}j行球の形

点旬、

_>ilニ宜);

奥 村之 11{1

福居凶!宏

大山始*

れた. 1 ， 1~h!.も){!氏 の 1文!斤は ;) 1一法で手とよ く 似た成 FH南

極， IJ<:，，~の突起がみられ，両下腿後内側に縦にメl三る皮!釘

萎縮斑が認められた(閃 1) 

生後 4ヵ月 |二|に行 った左手手術H、?所見で‘は，手ザ:腿膜

は非薄で，肝!筋支，lllの欠損を認め，尺似11vこ MPI民間jま

で伸びた異常筋腹を誌めた. 3， 4 j行の浅指lITlii力と考え

られるが，いずれも末約は正常な艇を形成せずに施1M化

しており ，これが屈指の原肉となっていた 前腕述{立庁s

では正中神経はこの筋腹に包まれていた

右手は第 1，2， 3mの組織は正常であ ったが，4， 5 

J行が浅，深Ji1J:1i筋ともに筋!阪が手掌まで存在し， それよ

り末梢は搬保線組織でこれも原指の原肉とな っていた

a. 午後 3ヵ月日の木手を示す b. 同右手をぶす

図 1 午後3ヵ月目の所見

成不全，名手 4，5桁のJJE大を伴 う合指と PIPI主l節の照

曲拘紛， プE手tH3， 4指の軽度の介析と PIPIXIIlI'iの)iii山

拘紛がz認められた l山l手関節令官[11.右手関節j"ffJl!1には，

び慢性の11制l長と皮ド脈婚があり ，脈持者内に竹i'I:艇が;をふ

Key words: congenital， multiple anomaly 

キ H.Sakamoto， S. Tamai (助教授)， Y. Mii， H. Fukui， T 

Shimizu， T. Kamikubo， M. Okumura 奈良リ入、:r.B'C科大学

整形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， Nara Medical Uni-

versity， Kashihara): H. Ogushi・大子1m病院整形外科

手関節令官[11では屈筋支市が欠損， 4， 5桁の異常筋腹は級

痕様であ った 下関節-lr{JlIIは仲筋支帯が欠損し， その深

刻lには，この支，li;-より発ノ|こしたと思える線高11'性服捕がムゼ、

められた この 11軍政1とともに異常筋腹を切除， 4， 5指

PIP関節のJni111は句紛を矯11'して関節[Iil:<E， j行間形成術

などを行った.

6歳時， 手術 11的で入院したときの所見では両手とも

母指球の形成不全，手掌から子関節にかけての腕脹， jil，j 

手指皮府のイ ボ状降起，左手nt行末節の発1守不全， DIP 

ムu・・・・・・
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a. 手背部腰掛

C. 皮府強l幻，i

表 1 筋 ・脆異常

欠 主i 形成不全

F 指
右W4，5指 左第 3，4m I 

FDP FDS FDS 

丙 81指球

予掌

手段Jim 両屈筋支f17
両{中筋支fif

足 ~II 右1HFHL (円 2. 3. 5的jFDL
より 1'1J 左第 2，3， 4， 5 FDL 
注目IFDL 

足1;¥1節 |刈("，紡支帯

..........，_ーLJ_一ーム ムー--'---一一ι上場 置

整 形外科 1983 11' 11月

b. Bow string 

d. kJ己内側部陣痛と皮膚イボ状降起

図 2.6歳時所見

筋腹異常

右 4，5指
FDS‘FDP 

占う 3，'1 m 
FDS 

-:{i pal.し
pal. B 

に一致して異常化骨がみられた また両下腿後内側には

縦に走る ~11状強皮症が残存，仲筋支帯の欠損のため左手

をはじめ， 両足関節背側に bow string が認められた

〔岡 2). 

-:{ i~.n 1， 2， 3， 5 ~II.左第 2 ， 3， 4， 5 ~II の過伸展，右

第 4ifllの屈指が認められた

さらに側湾症とが)2cm の下肢長差がみられた.知能

はTE常，樹芽発行はやや不良，胸部変形は残存していた.

T術は右筑14，5指掌側級決切除と DlP，PIP関節jミ

肢[す固定， イij己部， 1左E手|限関央苅l節背側腫丹焔主封{旬切J除f体術4桁1などを行つ

た 左手t閃見苅l凶h節百には長 .士短fi'宇

にその深部にI血{伽H管に宮み，神経を巻き込んだ線維性肺般

が認められた。 この腫痛は 4，5指のj財行F11筋と連統性

があり，この筋由来のものと考える.

右足部脈焔は， 背側伸筋支帯をはさんで広がってお

り， :I~I:H[i屈筋)より発生していた.

|見1ili]の過仲燥など泊、みられるが.機能的にも，美容的に 腫摘はL、ずれも長11離が困難で，その'JiIJ面は卵性五日!で

もかなりの改汗がみられた /1下背部にはijl利点様隆起が 品broma様所見を呈しており，腫脳性lに化骨を認めた.

dめられ，このような皮下腕物は右足関節内側，足汗外 手術は'1:.後 4ヵ月より計 7回にわた って行った

似11にみられ， X線所見ではI!中折1. あるトl土縦波形成部付 表 1は，筋，腿異常の一貫である.
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考 察

j立伝 f白河， JJfì~見守丙に|人l存する胎児に，奇形が介併して

くるのは']1':tであるが， 日常遭遇する奇形の多くはjJfi児

|付の要|刈だけではなくjJfi児外の要|刈が復維に作川して発

生してくるものと与えられる !的見外吹‘|却のーっとして

ホノレモン剤投与と奇形の相関も示唆されているが，本疾

患は， I~J紛が不妊期間 3 年 2 ヵ月の強度の災体機能不全

による不!IT:症で妊娠l誘発庁1I(human chol'ionic gonado-

troplll ;以 FHCG と田討す)を妊娠確必silの 2ヵJJ1::]， 

それぞれの良一体j切に HCG3，000 ql.{立を伴古川に投ケさ

れ 2周知I11にれ娠確認，以後投守を寸'11ーされたという

ほ往がある しかし HCGは元来の合成ホノレモンと)'i¥

なり，灯似ヒトの1'1:;十、ノレモン製剤lで， しかもヒトれ娠H、?

のjJ台総より多量に分泌されるものであり ，奇形との相|具l

はないとされてし、る

J采取した脈煩からコラーゲン分析を行 った*，'1来，問主可

熔性コラーゲンの電気泳動ハターンでは lype1コラー

ゲンをぶしたが，取可否4性 コラーゲンの場合， ごくわす'

かの lype1 コラーゲンと思われるパンド以外にわかる

量約 6刀の異常なハンドがみられた これは健常人の塩

可抗性コラーゲン分凶|にはみられなし、ものであって，そ

の性質に|刻しては境在検討中であるが，本炊忠とのなん

らかの以1m悦 を示唆している.

この脈摘の組織学的 所見 は， I消子線変 itをイIする

collagen日brous ti ss ue で 1)']部に完全な '~J 組織がみられ

表 2 異常 J1i見

l 介 JH症

2. 1111 m 症
3. ~1jJ自民常と組織欠損

~. Lι下H!熔

5 腕癌|付内ljik骨性骨化

6 卜 JJ主長 l，~

7. fj{11 ;"可能

8. Ij(<ij祁変形

9. L主l内の fボ状突起

10 卜!出弧tL主症

11. 肉年発育不良

た これは|付秋 j'H'I'.'!'1化で'¥';端伎に類似した形態をとっ

ていることから，組織の分自H障~ I;- によるものと与えら

れる

本疾忠にみられた-(;J- Jr-~を - "fl すると， N. 2になる

Swansonの分類をはじめ，どの分類にも該当月せず，いす

れにせよ胤分附宍と分断陣nになんらかのfU~t昨与が JJII

わったものと考える

諸氏のご見解をお聞かせいただければ宇いである。

文献

1) 111中1CtJ;， Hお; 点 J，'~産Jm医学 11: 2022， 1981 

2)林 系一史ほか 戦 ・災外 23:369， 1980. 

3) 児島!~'J4t :形成外科 25: 291， 1982 
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先天性長母指屈筋腿欠損および形成不全の各 1例

Congenital aplasia and hypoplasia of Aexor pollicis longus; report of 2 cases 

劉文俊

A 1L光 VJ

奥 津 一 日li

二ノ宮節夫

五百木勉

阿部績本

先λ;性長舟f行届筋腿欠損および形成不全の報告は少な

い.われわれは本疾患 2例 3折を終験し環指の浅指屈

筋取nを用いた機能再建を行ったので， 術中所見， 手術

法，機能1"1復状況に文献的考祭を加えて報告する

症例 1.3成，男.

主 訴 -両側母J行指節間関節のI'l動岡山不能。

家族歴・既往歴:特記すべきことはない

現病歴ー 生下時より E訴に気づく， 3h孟H年当科初診

は認められなかった(図 1) 

手術 4歳時，長母指屈筋腿の機能を再建するた

め，はじめに左手， 2ヵ月後，右手に対して手術を行っ

た.たれとも同ーの所見のため一括して述べる 長母折

}/li筋艇は完全に欠損していた また膜様附附，籾，J17性腿

中riも認められなかった 環指の浅指屈筋腿を基節骨部

で定刻的に切断，手'学に引き抜き，母指へ移行した(図

2) 

術後 9ヵ月の現イム母指m節間関節の

1'111リJ可動域は左倶110~40 o ，右官!IJ O~lO O 

であり， おのおの他動可動域の 90% と

303旨を得ている ，皆、者は術前に比べて鉄

体などを積械的に行うよ うになった(図

3) 

症例 2. 7歳，男

主訴:た母指指節間関節の 1'1動照幽

不能.

家族歴 特記すべきことはない.

既往歴 :1976年 5月， k母指指節間

関節倹側の皮府を包 rで切った

図 1.広例 1 術前 |局側母指桁節川関節の皮府綴震は'掌i~IJ ，背側

ともに存在しない。

現病歴 :1977年 4月， パレーボ ーノレ

'1-'，母指の捻挫を起した 数日間の|占|定

後，母親が母指指節間関節の 1'1動原|曲が

できないことに気づいた.本人はかなり

初診時所見・ 1 ，IJ{JliJ母抗指節川閃ilíjの j主 j回線!1~が掌仰<J.

背{JlIJともに欠自11していた 川関節の n !fi};可動域は両~!IJと

も V であったが，他動可動械は 0~800 であった しか

し手部X線像，身体の発行障~If，変形など特別な異常

Key words: 日目01' pollicis longus， aplasia of FPI.， hy-
poplasia of FPL 

ホ H.I.iu， 1. OkUlSU (品IJ部長)，T. loki， M. Hasue (部長): 

円本赤十:(:社医療センタ一教形外科 (<!!l; 1 50 点京部渋谷I)(~広尾
4-1-22; Dept. of Orthop. Surg.，‘Japanese Red Cross 

l¥ledical Cenler， Tokyo); S. Ninomiya (ll))教筏) 東京大

学教形外科;1. Abe (部長)。拘I，'r.些JJi病院牧形外科

以前より l'iJ凶節の自動屈1111ができないことに気づいてい

た.1百j年 7Jj当科初診.

初診時所見 :左母指指節間関節の皮]¥Ij'鍛袋は掌倶11.1'r 

側ともに存従しなかった.同関節続側の皮l向に5mmに

わたる傷あとが認められた しかし，この外傷により，

腿損傷が :I=.じたとは考えられなかった 自動可動域は

0。であった 一方，他動可動域は 0~45。であった

手部のX線{象，その他全身に異常を認めなかった

手術所見 .長母J旨屈筋鍵は全体に細 く，形成不全が認

められた また靭帯性腿鞘は存干Eせず，かわりに幅 5

mm の線*f~性のハンドが基節骨部で焼Mから)~側にか
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a. b. 

図 2.杭{1iJl.術中所見. (a)は左手，(b)は右手 長母指屈筋l他 11即刻陛

午fì.籾干if性腿'Y~Iは存在しない.母指球筋に異常を認めない

けて定行しているのが認められた 予関節部を展開する

と片付J行屈筋腿のMJJ臨も認められた 同部で低形成の血n
を引くと指節間|対日目のJ:u山がで きたー手際l節部で広11旨の

浅J行!:I¥筋艇を低形成の長f:Jj行肝!筋血nへinterJa(川 g U~で

移行した(関 4) 

制、I後;){ド、ドの JJLイ1:，忠J旨指WJ川IY，Jmiの自動百HOJ城は

0~25 V で， {I也草}jllf10-ル支の70%を待ている.本人は ADL

1.の防'，1;'を訴えず，鉄体などの把作動作を要するj型!日Jも

Hi械的にfjっている cl刈5). 

考察

先天性ld:Jj行届MJ腿の IP.独欠損および形成不全例のw
告は 1977年二三打1i1の 1(711. 1978年内村ら2)の l例， 1979 

4ドArminio3 の l伊IJの介，，13 (7IJ 3桁ときわめてまれで

ある

鍛iJl]診断は， 1 ) 長期~\J}Ñ. iÎ/l' した小児mlの外傷性j古 川

J即日i筋腿断裂， 2) 小児~制緩nf行 3) radial ray hy-

poplasia， 4) liii'i'l'r:n"f1J1経不全Mif;Niなどである

先*1全長ドH行!:I¥筋血n欠損あるいは形成不全例の機能p}

illをfJう場合， 1) ))i原の選択， 2)籾術性出Hflの作成

の 2)，¥が問題と なる 本疾，也、においてはほかに奇形が存

ずlしないため，))VJ;(の選択にはかなりの幅がある.われ

われは，腿採取後に機能障害が発作しないこと，および

移行後における腿の定行から， r~H行の lJ:指屈筋胞を用い

ている. しかし， )) VJ;(が得られでも， 関節の 1'11i州¥1111

は，籾fiJ性肱n鞘がないため， 11;1]阪されるようである 一

方， ADL 1'.物をつまむ， t屋るなと'の1!!バ乍は， 体iliiiより

fj いやすくな っている。さらに良好な結果を得るために

図 3.症例 1.術後 9ヵ月の状態

左手は他動IIf動域の90%，イl手は30%を得ている.

は， t，'fl:liの作成に加えて， 1民Jil目拘縮発ノ1:liiiの下術施行に

f{1芯:する必要があると考えられた.

結語

先天性長母指ht!紡綻欠損および形成不全の 2仔113桁の
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a. 長 14 4行加i筋 l附は形成不全であり ，~!J，l 1g: b. JJ;U行i.li;折原筋l凶!を!匝tt移行のため

性腿干fiは(fイ1:しない. }.I.\ ~nJ は線南Ud'1 の に引き絞レたところをぷす

ハンドを小す

図 4.ui'(Jlj 2 術中)9d~

図 5.症 例Ij 2 

術後 5年半の状態.他動nf動域の70%を得ている

ずwiを経験し，文f欲的考察を加えて報告した 良好な機

能を得るためには籾情性腿'"fiの('1成とi見1M拘紛免ノl'前に

T術を行うこ とが大切だと 4えられた

文献

1) :¥11 iura， T.: Hand 9: 272， 1977 
2)丙村尚，ttけか :格形外科 29: 1580， 1978. 

3) Arminio， ].A.: J. Hand Surg. 4・487. 1979 
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Rudimentary polydactyly 

その発生機序にっし、て一一

Rudimenlary polydaclyly; considrralion 01' lhc developmenlal mcchanism 

j
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Rudimentary polydactyly は Hare(1954)りが小指 neurovascular bundleに連続するのが確認された この

)，~ûíl 1m尺側の小眼前{をお4跡的多指と解釈し報告したこと 索状組織は組織学的に紡介組織性被膜におおわれた10)・

に始まる その後， Shapiro2
) は本症の発生機停を検討 静脈および神経来からなり， f肘dに特有な neurovaSClllal

し，小指の浮遊状多指が:l\ 'I:，前後に切断された紡~~発ノ1:. bundle と|司ー構造をノ'1~していた(凶 2 ) 

した amputauon neuroma であると般論した以米い 症例 2.6成，女

くつかの1*告をみるが，その発ノ|三機if:につL、ては 1'.，lG2 生来1i.i針行が完全欠損し， 心奇形を介。!する Holt-

I況のいずれかを支持するにとどまり，明確な解答は御 ら Oram syndrome 1711である !.ê7I~指)，~ílí'j lril総似11 に米粒太

れていない.最近，われわれは本航の 2例を経験し，成 の半球状の腫痛をl認める(図 3). Buck-Gramcko法に

|刈に|民|する新知比を得たので iqtitiし n干の考察を}JII よる示指の1:j:1li化体Iのさい， このJIffi姶iは!，EI111Iと同級

える. に輝総基部に京状組織を台み， 中継~llJ でkノJ~m院側の

症例 1. I iri， 1/:. ncurovascular bundleにあ"Cl、ていた H!!w/は'井;状組織を

坐米庄小指の)，~節縮尺側に J附白人の小l陣痛を認めた つけが;然摘除した(凶 4) 術後， k'Jミ折挑1)[11に知覚鈍

(凶 1)ーなお， "，(i小111に多指症がある IFf)揺i摘除時に， 刷;を認めたが 2週間で川彼した 索状組織の組織学所見

lJon納)i~部に集:~k組織が介11 : しその ' 1'似品iは小指尺~!lJの では症例11と同様であ った

症例 3(参考例). 3ぷ，y_ 

~ I :. 州、'i~ヲ母指に浮遊J別多指広があり，午後 7 " 11にAL

ifflでが;主主J肉除を受けた しかし，同部が1噴出状に残った

ため治療を希望し来flした 脈拍i摘出時， }，~ 部に症秒11

1， 2と同係な索状組織を認めた. その中継似IJは付miie
官!lJの neurovascularbundlc にA統しており，また組織

学的にも neurovascularbuncllc の定 J~). 像をノJミした

図 1 刈'fy'11l. /，千lii比

λ:小m)，~ ÍìÍ'ji'ril)--!.íf!lJ に l球状の脈納を認める イi下

には小桁多ffj!，i'が合併ーしていた。

Key words: hand anomaly， floating finger， amputation 

ネ Y.Kitayama， S. Tsukada (教授〕 金沢氏科大学形成外科

(Dept. of Plast. & Reconstr. Surg.， Kanazawa i¥ledical 

University， Ishikawa): Y. Tde (医 J~) . :-.1. Ishikura:雨対一

リムイ{病院形成外科

図 2.同腫癒基部の誹;状組織の組織所見(100倍〉

結合組織性被膜におおわれた動 ・静脈および神経

』択を認める.
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図 3. 1定例 2の左手所見

1..:.母指は完全に欠損し ， ノ J '指)，~ílîi ò'~1 

H~~!lJ に小騒癒を認める

考案

木小脈前Iのみ;体についてはniii&のごとく， 1)不完全

な発行をノJ'す自足跡的多指 2)i'Ij佐状多指が切断され

てできた断封f，it'll$'王将2)， 3) t'll*半期l織のn斑性肺泌3)の

説がある しかしこれら作t泌を州側:に支持する所此は

少なく，いずれの説も封i論の城を川ていない.そこで製

作:までの報告例をもとにして本定の特徴をまとめると以

ドのとおりである. まず，臨!ふ的に， mj行使Mまたは小

指尺側.1.li ò'fflに存在する i凶壬 3~6mm の小股摘で ， 組織

学的にはよ工皮に多数の神経米と血管をもち，乳Uii!凶に多

数の Mcissnel小体がみられる. しかし L:，記の特徴の

'1'にわれわれの発見した脆術部にみられる'ぷ状組織につ

いては記載がなく，走行しい知見として肌心できる.手塚

ら4)によると本陸摘をつまむと手関節ブ;"1('1に点状物が盛

りトり，これをII[Jl'fすると指にしびれ感を覚えることか

ら， これを焼'n-fill*'fーの ramllsslIpcrficialisであると推測

している J'J 験 21711に参考例を加えた:1':WIIでみられたこ

の索状組織は中収側が隣接指の nCllrovasclIlarbllndleに

連続していること，組織学的に結合繊1'1被肢に包まれた

動 ・静脈および神経束を有することから nCllrovaSClIlal

bllndlc であることは明らかである したがって本腫痛

に nellrovasclIlarbllndleが合まれていることは以前に

同却に浮遊状の指が 存在していたことを示すものであ

る さらにわれわれは浮遊指の t'l l経 ・ Jút ~ll 系の解計11を匁l

る11的で浮遊却J母指多指症の 4例に[(ft管造影検有を施行

図 4 症例 2の小腫癒摘LU標本

小iI唱IWiJ，mlfこ述統する索状組織を認める

したところ，全例において狭い茎部を通過し浮遊指に分

布するJ行動脈の存イ仁を認めた また，術'1'には同指動脈

に伴走する桁神経の存作も確認された したがってこれ

ら浮遊似指がなんらかの原因でその芽郊で切断された場

合， !;JJ断部では皮 卜に神経・血管束の断捕をイTする小脆痛

が形成されることになる 一般にあるれ皮の太さのflllf，tニ

が切断されると断端より神経線維が財状に11j1びてくる.

しかし本症ではこれら再生神経が似人するための符11':'.

がないためJI}'J:_(111経は擁状になりや11経断端股が形成され

る.このため本臨痛の組織所見の特徴のーっとして神縦

断端腫の所比がみられることは上必の理111から理解で

き， Shapiro2)， DlIpre ら叫が問題にしている trallmallC

neuromaとの鑑別lは睦癌基部に始まり，隣接指の nellro-

vasclIlar bllndleに連続する宗状組織，すなわち|山|有の

nClIrovasclIlar bllndleの存化を確認することにより作劾

に可能となる.

次に，ノ判定の発生部位については，理論的には浮遊指

が存イl二する部位であればどこでも可能である 文献的に

は本邦例では母指に，外岡例では小指は多いとされてし、

るが，こ の差は多指症の頻度が本邦では母指に，欧米で

は小指に多いためと思われる.母指，小指以外では中指

の報告例が l例みられる 6) しかし， II験の症例 2のよ

うにポ指に発ノ|した例の報告はない.本例は B1allth の

(:H旨発育不全の分類7)によれば第V度 (ω指欠損〉に属

する 一般には指発育不全の進行は中相えから末舶に向か

つてすすみ， B1allth N度， すなわち発11不良な母指末

節およびrl'節の一郎が示指 MP1其1Mの院側に調Hl、来を
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も っ て千I'~れする浮遊母指の段附を総て V 1廷に移行するー

したがって.+:1711はみかけ上はV院であるが本米は浮遊指

をもっIV伎であ ったものがなんらかの}Jjt)刈で浮遊指が切

断され，その断;;;fti が示指協側 に!庄内~j状 に 伐ったもので

ある このように付桁発育不全の slaulhV!支には木来

1手術が完全欠拡lする唱と白験例のよ うにJV1立がV度に変

化する型の 2純が号 え られるので詳細な観察が必要て‘

ある

以上，本症は浮遊状指が切断されその1，~i'HIがlI'ft赦i状に

伐り， rpに neurovascular bundle 断端より発生した

ncuromaを合むものである. また， 本症は必ずしも多

J間出のみに限定されないことから従来の ruclimenlary

polydactyly の1;f司、を使 うことは不適切で， ampulatlOn 

stumps of pcdunculatccl日nger(有茎指の切断端〉とし、

う名称が妥当と与え られる
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810Jし 1974

Cli nodacty lyについ て

Analysis of clinodactyly 

鈴木止ーギ: :れIl陀fi'

斜m(c1inoclactyly) は先天的に刊行が側hl:している

状態すべてを合むdl主として一般に用い られていること

が多く，種々の先A奇形手の一部症状として出現する

が， clinodactyly だけが単独でみられることもある. し

かし clinodactylyに|却してのまとま った鰍告は非常に

少な く，本症の病態の詳細についても不明なところが多

い 今J"1. われわれはlM!Ilに 出現 した c1inodaclylyを

!としてX線学的に検討し興味ある所比が得 られたの

て‘鰍告する。対象は当科を受診した clinoclaclyly 64 1711 

のうち，検"、I可能であった 60仰J102手である(ぷ 1). 

症例の検討

1.両小指穫患例

32伊1164手と痕例の過半数を占めていた 全例に小指

中節ii短縮症が存在し，小指はすべて俊似1Iへ側屈してい

た Hersh')らは木症を常染色体優性遺伝としているが，

われわれの対一例も 32例中 13191). '11%に家系内発生をみ

Key words: hand， congenital anomaly， clinodactyly 

本 M.Suzuki， T. Miura (講師)， R. Nakamura， J. Kanie: 

名古屋大学分院整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Branch 

Hospital， Nagoya University， 5chool of l¥ledicine， 
Nagoya) 

'1'村 勢 fr 出 ?I純一*

ており，似性辿fAであると思われたわ.

また， 2仔1Iに中節'，'1が delta phalanx と忠われる定

例も存ずl'したが， r~，節竹短縮症で骨端線が斜めに走る+'，\

度のものから， delta phalanx への種々の程度の移行期

があり 3)，della phalanx を伴うものも伴わないものも

同一病態であると推定された さらに handpallernを

表 1.催忠J行日IJjよ例数

両nllJ小指 32仰l 641三

示指 13例 21 f 

片側小指 5O1J 5手

示 ・小指 3O1J 3手

母 ・示 ・中指 1例 2手

右環指 ・左示J旨 1例 2手

環 t旨 l例 1 f 

示 ・中指 1例 1 P. 
r)，・小指 1例 1 P. 

両側小指右環J旨 1例 lp 

示 ・中 ・環 ・小指 1例 1 Y. 

メ口h 60例 103 P. 
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a. 

b. 

一→ー (， ー←--/，: 
2.0・

lり

() 

畠--ー_... 、1.0 

。1234512345234:;12345
一一ー一一一一一~ー』一一一一一一ー入、』一一一一一一一一~ー一一一一一一-^、ー』ーーー、~ーーー一一ー-^--ーー~一一一一ーー-
ll1etacarpus proxill1al ll1iddle distal 

phalanx Jlhalanx phalallx 

図 1.aは1，1，j小Ji'i clinodanyly で， bはイ1小

指 dillodaclylyである

(/1'1反すると I， ~) ) ， 全例ほぼ|司ーーのグラソが科られた す

なわち小J行，'，節 ' I~J'短縮変化以外，他のf汁i ï- jをは%M'がな

い(図 1a). 

2.片側l小指擢患例

5例51'に認められた. I，IJ{W]WIIとl'iJ様に，令例小指は

挑(J!I]へfl!IJ屈しており，中節骨知おd症も伴っていた. しか

しこの短縮した中節骨の形態を詳細にみると， 1，IJ{W](7IJ 

では竹端線が傾いて走行しており， 中節，?U為'，!j-封抗生や

della phalanx も認められたのに対し， J¥-{W]例の小指

，'"節竹の'丹・端線は水平にヌiよっていた.米政l人lJeノ1:.伊IJもI

例に認められるのみであった

さらに handpalternを作成すると， 5仰1'"4仰lに小

J行法節骨~末節'同・まて‘の長径の短絡がイUIすることが明

らかとなる(図 1b). 

また，小指の述位掌側指皮l釘線が ìl"i~していたり，爪

の形成不全を伴う仔11もあり，片側仰lは小m形成不全症に

よる指の{J!IJ屈であることが多く ，1，1;j小指悦，也、{向lとは病態

が異なると推定された.

3 両示指擢患例

8 f:知ijl6子がf，IJ7f-指の clinodaclylyであった 全(ylJぷ

mは僚側へ傾き，示指の中節骨知紛続を伴っていたポ指

中節什に delta phalanx を伴 うj，iニイタ11が2例に認、められ

たが，両小指催怠{到jと同様に，ノJサ行，'，節廿短縮症で骨封ru

線が 'r. に ilii~ 、ているだけのものから， dclta phalanxへ

a. 

b. 

2.0 ・ー

1.0 

() 

2.0 

1.0 

1) 
1 2 3 4 5 1 2 l 4 ~ :2 345 1 :2 3 4 ~ 
一一一一~一一一一ーへ一一一一~一一一一人一一一~ーー一-^一一一一「戸ーーー-
Il1ctacarpllS proximal middlc distal 

phalλIlX Jlhalallx Jlhalanx 

図 2. a，よぶJ行c1inodactylyで， bは'ii-t'It，-Ji'i
である

の砂iJ )\~がやE 々にイfイ1 : し， イl!I]o)Y"ili'i'i'I'が dcllaphalanx 

で)x~，t側が "'ílN'i'I' j;\i紛iのみという痕例もあり，これらは

すべて同一州態と州一定された またiliイムド|ーも波厚に認め

られ，8仔Ilrj'7例が家系|付発生例であった6l J¥-sliI7f-折

催忠例も 2(1iJfこおいては同様の形態であ ったが， 21911と

も家系内発ノ|ーは必められなかった.

これら症例の handpallernはぶ ・小街中節竹の知紛

が著切であるが， r'_，環指中節骨も危i紛が認められ，竹似

合m症， "'1げ1]多指症とのグラフの類似性が認め られた

が，ボJ行本館)'，'-1が大きいのが本症の村徴的 handpa llcrn 

といえよう(凶 2) 

さらにぷ指末節骨先端に]1'1みや火状陰影をIitめる由主(111

もあり， 1山jif;1行権忠、(71] (一部片M催患を含む〕は竹1'1介

1111ι ，'，央タ1]多m症との病態の類似性があると推定さ

れた

4 その他の症例について

われわれの症例の 8~liI1以 kが，前述の:J j内態に合まれ

ており，それ以外の症例は痕例数も少なく，それぞれの

形態も見なり，特殊な症例と思われた その多くは指'討

の兇~;;~'な側):1\ のための clinodacty l y であ っ た. すなわ

ち基節廿が災'i;f;に{W]):+¥した症例が 2伊1131三に，中節，JA・が

異常に{J!IJ)rr¥した椛(911が2例 3手に認められた(凶 3)

これら異常'，')は delta phalanx やその類似'，'']-とは切ら

かに形態が見なり， 5)1]の病態であると忠われた また災
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'/;~甘の t沼められた症例lには合併命形もなく，家系内発' 1

もなかった

これに対し中指 c1inodactyly の2秒1)3 fa， 91~}\~.J的

な della phalanx7)を伴う例と伴わない例があ ったが，

ともに'1'li'iは太く， :'E:Ji'lに中節竹短縮が認められ， '1'1と

ダIJ多m症の極型と思われた さらに環 ・小指権患仰1]，

ノr，・小1iiHlU也、例も全指の中節骨短縮を伴っており，中節

竹kJ魚川主と c1inodaclylyの関係が深いと恩われた.

このほか，'，';-:uJlが外什腫厳に変化したための clinodac-

lylyが 2例 3手に必められた Poznanski8lらは多発性

外甘腿に介併した clinodaclyly として問機の症例を報

告している おit.j9)らは|百l係の症例の組織像より軟骨性

外骨腫としているが，われわれの症例には多発性外特腕

に伴った例はなかった.

このほかに'庁に村万1) の'þ~~;;~-がない clinod ac l y l y も l

例に認め られ，clinodaclyly は多くの州態により起り う

る一つの発現型であると与えられた

治 療法

Dclla phalanx を作 う症例lやJ什，'1-)'~.'/日によるもの Lt ，

尖共など保存的治療におIJJLして進行nv;こ似111:1:していくも

のもあり，早期に手術的矯正が必要て、あるが'0) その他

の症例では側屈の進行はほとんどみられない.装J~など

て、多少。[IJI:I:は矯正されるが完全には矯jfしがたい 希句l

により手術療法も考慮するが，実際 t手術を必安とする

ことはほとんどなかった

まとめ

1) I，IJ小J"l'ic1inodaclylyは全例同一病態であ った

2))¥{JlII小指 clinodaclyly が小指形成不全による似11

1:I:fJIJが大多数で， 1，Iij小術開'辺、例lとは別の病態であると挑

itされた

::1) 1 ， 1リボ折 dinodacly l y は全 WIJlriJ~州態で， 甘性合

J旨症や'1'火ダIJ多mJ，i".との|共l辿1'1が波厚であ った

図 3. ' 1 '節'~')'~'N;iJllJI:lj による ι l ino

dactyly 

d)その{也の!oi'.(す1)は村 j;j.; な (~I)であり，それぞれ)'，~.ls:. っ

た州態であると推定された.
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先天性桃 ・尺骨癒合症について

Congcnilal radio-ulnar synoslosis 

~ rlll降 行 111村 醤 fr 鈴木 l卜:~

位 t1 ~純 一 liiJ 111 敬三本

分化の障持によると考えられている桃 ・)込什総(;-J，'Eは

比較的まれな先天性障~fで， 1.ぶ干干のノド刈It~告例の集，jJ.I ，

多!日2 前1113， ベ1良4 らの科dft?を除き数例lずつの症例

被告をみるのみで，ノド!i主の病態はなお明らかではなし、

本症はそのliij)ぬの川政障:与をト訴として来院することが

多く ，より 'T!症なMJr附'占のない|製り初診時年齢は他の

先人γ| 附 'i l ~に比 '1吃して r'， ';j l.. 、

われわれは松近 15 1 1'.1日l に本 j，}~の :B 例を経験し たの

で，その1:11I';J.本fリ「よ止を切らかにし病態解明の-iJ))にしたい

と考える

症例

症例はVJ1't21 WIi，女性 12例と児性に多 く， 1，1.j 11!I116 

例に対し右側 7仔1]， 左側 10仰!となって)品Aのy.H{li'と

ほぼ一致している。 33例中 30例に川診によ る'家系，j).'，l1't

を行ったところ， 1 WIiのL;HJlに1:対行末節'，-'-j-， IJ、・小指'1'

節骨短縮症を 1 例の同胞(弟)に 1~，j 1;V~'J']-jni{~泌を，

さらに l例の父方従兄に筋ド回収!Jiがみられた.近イド本症

とX，Y染色体異常との関係に ふれたl論文5，引がみられ

るが，今川の 33例中 17仰Hこ'()った染色体検作の紡米は

すべて正常')~性， または11'ii¥' !.d'1二の 46XY， 46 XXで

あった

考 案

本症を Chasin はが'~'J'l':iJi の{古川と形態によ っ て 3 型

に Kienbock は総f干の状態によって 2型に分けている

が， X線仇i影のH年J!iJ. ij主位によりその所見は異なり，同

一症例て初診H与の 5成時は完全な骨性総合を示さず， 15 

成H寺には切らかに骨髄腕の交通をみる症例もある.近位

IIsのみでなく'，';幹郎より遠位での癒合がみ られる痕例が

J WIi， _L:)腕'，'1とも総介する症例が 1(:列lある この 2(J1)は

Key words:仁ongenital，anomaly， radio-ulnar町"10510515

ネ T.Millra (講師)，R. Nakamura， ~1. Suzuki， J. Kanie: 

名古屋大学分院整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Branch 

Hospital， Nagoya UniversilY， Nagoya); K. ~ I acda: liij 

凶整形外科.

その他の俊KJ~・稔介症の症例とは州(象も )'IS なり， J: {JlIH情。

忠の |て肢全体に訴しい異常がみられる

介。F症としてとくに I1立つ異常は/:J指の形成陣'占であ

る. qi，なるM指球筋の形成不全から， /:Jj行の欠損にいた

るまで 5例でゆjらかなJ:]:桁の形成防'1'千がみられた. うち

I:JJ行欠mのl伊11ではm4，5中子J'J'WIの'l'i'癒合も介併す

る ー )j，先λ;i'ltit'J'l':ifilJ見fl9例をみると liij方IJ肝 16

(111'1'の 2(111にj:}j行形成不全がみられた

-+: j ， '1 の "';' )1足立!\の状態を!;'t ・ )~'i 'l'!.hl l立'円以，およひ F似

"'J・について杉山らのJW、7)によ って健常者のそれと比t較

すると， 土U幼iJ~児h比1.υ:リw則U切Hにこ J‘川1 :斗寸rlJ竹i「a

りの11低l氏t卜り)を1)ぷjメ之す;泌iιE引{仰例拘刈lもみられるが(図 1)， 本症に村徴

的な変化として""'J・55nの異常を示す所比はみられなL、

Mad elllng 変形もまた本症に合併する J~'l;~' として nll

されるい .f完尺骨什端線がすでに閉鎖した 4例lにつL、

て Ganlandi.去により radial dcvialion angle を測定

した それぞれ 57'，65ヘ56"，30
0
， 67リとなり ，その

平均値は 55 ' で，金沢ら9 ) の本，Jl成人における 20~35 0 ，

、ド均 27'に比較して切らかに高他をボしている さらに

dorsal tilt angle をλAると ， -68'， -67'， -60ヘー
70ヘ-75'となり，その平均値は-68

0
となり，本}lIJ必

人における平均値一13'f日lより切らかに児常な高仰をぶ

している

I 'M忌の計測を挑竹竹封fJ抜'，'1 成立;!\点数 8 点以上の ~r'J' )i山

線1:/-I~J'1 I( ( IViのl時jtJJにある 3例に ついて行ってみると，

radial dcvialion angleでは，210，25'， 30'， 270， 20'， 

26ヘ 、F均 24.8'となり， なお本長111求人の健常値とかわ

るところがない. このことは， 焼尺什癒合症における

Madlllng変形が的'¥'l"il'Y前線閉鎖の完了直前になってこ

の1:/1鎖がY-jて?に'(jわれず変形を招来することを示してい

ると与えられる ~12 の症例は 5 歳H与に初診，そのおり

には子関節変Mはまったくみられず，J~念ながらX線検

fiを実施していなかったが， 17歳にな って来診したおり

には， radial de、，ialion57"， dorsal till 68'と切らかな

Madclll時変形がみ られた症例である(凶 2).さらに次
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の凶 :lけ. /êイ ilJ!iJでが't)~'ll 総合の f'i J.([を切らかに民にし

ており， tfL骨tiJlの JB~r 1もなく CL記1~ ). 線維性または'1吹

' J 'H~j二総合の程度にとどまるイ'i ß!11 では dorsal liltは 700

と山仰であるが radialdeviationは/，'側の 56リに比較

し30
0
とほぼTr:7;¥' t，di!(をぷす症例である 一方. J，，:什の

』、11対的延長，尺骨Wiの-i'riJllIJl見臼はよりいj切の幼児WIより

すでにIjJjらかな症例がみられる。 また悦'，'1・中叔部;をI;!JI徐

した症例で，明らかなKi'Jの相対的延長を認めた椛伊11が

ある.このニとから幼児Wjからみられる

J~'rJ'の延長，述位fjV亡 1)!I Ílí'iJB~H は. I:):j行

形成不全ともl長l係した腕i)!ll列の形成附刀

によるものも-!5えられる。

述、H立以外のi引なにおける {i(Jt!iEとして

は，先天性筋件斜:ifii2仔1]. ~疋 H. Ii占[W

1例，心室中附欠封1.外l以j己1秒11.似11)"3

kl {?I].第 4~rliJ!II):l i ~ll: 1 (7ljがみられた

挑J~'J'J'問の分自H を ijった1正Wljは 7Wlj 8 

)J立で，すべての1，'1例で則間の，_fはあるが

IIJjiIi.({iしている. tii:KJ'J'1首jを分断した

後. JI}総合を防 11するため，分自H，'mに筋

膜，脂肪などの仁1 'I ::j 介イ1:物を lì/l~ き， うたわ

れている川外筋力を 11~4.l!する方 11、がし、ろ

L、ろ試みられ Kclikian は焼"']""J切り

後もなお分出jL~lfこ'片総介なく j込 tkfな品11 以を í'ð!ll した I，ËWlj

で 6 年後には分離ffllの 'iH愈 fTがみられた I，i~例を経験し

74. 

総合部での11I1/j;1じJ'l'1;1)り術引をiiったI，EWIH:t 7 fyljで全(1lj

kiJ!11のみに手術を行っている 12歳で子術した 1仔Ijで

術後の末梢神経麻Ni.血液術保障7与がみられ守前腕筋笈

1'1ーによる降;与を残したが，本仔11でも術前できなかった茶

わんのもち上げがi可能となり. t，'h伴lな手J:'ify)f'lは障害さ

a. 6歳 8ヵ刀 b. 12歳 2ヵJJ

;'%1こ1"1転台(swivel)を仲人する手術の"f

能性を述べている また矢部'0)は，杭 ・

~骨の分脱却に 11. ' 筋を挿入し. 1"1夕刊百を

JI}姥することでかなりの"r!lV)域を[111復す

る良好な!北京ftが得られたと報告してい

る われわれも矢部法を追ぷ，術後 4{I 

図 1. Y.T. 例， リ児1. 6 歳8カ片 l時時I俄f先:~Jパ辻叶'i円'J" 'l円')端十似去 4仁}点I

図 2.Y.K. 17歳，女

Jル，'，iλ'、で，焼尺宇:J'付端核の成熟はほぼIE常て、あるが，手fR付伎の成

熟には 1~ 2 {1:fiH交の返れがみられる 12歳 2ヵJJ時にはそ

れぞれ 11点. 33点とむしろ本準以上の成熟である

図 3.24歳，男

4h抵初診時異常のなかった手|対節に Madelung様

の変化がみられる

回内外の制限はあるが，なお骨性癒合にいたらな

し、.t;上l肢に比較して完全な'局・性癒合の1r.U肢では

l'vladelung様変形が明らかである.
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れたが，全体的な 11常勤1'1にはし攻/iがみられている.

以上 141;1'仰lのf術結果か らみて， /，:1'.11支でlA'iiJIiI"1

|付似が強く，体I後前腕中1mドzまたは軽度1"1夕刊zが待られ

た厄似lの手lAiiに対するす附liはj追Hである. このことから

術中に計'flどおりの結果が紛られ，手術t!t1'1ーも flijlii.~0 

H年間であり，術後の管理も特効な，焼r;.'li'j念、介庁sでの1"1

外什切 り術が， k: t:肢の1"1内変形に対してすすめられ

る なお'1'1・切 り11与， 1"1外が|村知iな症例でトは1!1.IJ'JIな川外は

liわず， 1"1内紛切断L段IlfTl'I守川外により IIII++'，Iftl竹川:辿

陣害を避ける必要がある.

文献

1) J.ム行述人りか 教1[1外科 15: 497， 1964 

2) ~"I f.';'ーほか |υl上 31: 137， 1980 
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1976 

9 ) 金 r~，秀和ほか 幣形外科 33: 1821， 1982. 
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先天性第 4・5中手骨癒合症

('Ollg(‘nilal synoslosis of thc rourth and fifth mClacarpal 

|ー ユHW )~ ぃ火
a何
H
，J

 

uu
，
 

j
 

i:':j 111禿杉*

I，IJ Fに立、問中uこ発生する~'~ 4・5'ド手'iH念、fTはきわめ

てまれであり，その詳しい，ì~JI，氏や治療法に|刻しての縦f1 1

が少なくないい引 われわれは 2症例lを経験し，観l(II(r.J

治療を行ったのでその手術Jよならびに fl，];iII.'f/9i兄を合め

てここに報?1する

症例 1.III.jO俊0， 6)，主日 プ)Ji， リj

主 訴 :1山if小指の外転変形

現 症 :1:):$却は妊娠 GヵJJにかぜ殺と鋲l広州!の投 りーを

受け，H'pri7ヵ月ごろ，i;lW流yf.があった 山作(1J'A 

11より::3j坦I/¥J'11く， )ifi(¥1分彰!:，火作で，生ドH年1.}，W1

3，070 gであった.ノ1:.卜H、?より k小指が外転{立 をとり ，

生後最04ヵ川口のX線樹影で 1，1，)子第 4・5中手'i'i'll愈介症

の診断を受けた.その後，小指変形は改善せず anglO-

graphyのあと， 1979年 1l)l611(当時 3成 lヵ月)，

/，千の l術を受けた 既件ー!怪，家族!怪には村，;cすべきも

のな し

X紛u'象で第 5'1'r竹 と小指のjμlIj'行がなす f()を小桁

MP  f{)とすると， ノ|後 5ヵJJIIでは!i:60ヘ イi30ヘ 2

政 2ヵ月てーは/，;75"，右 60"， :l成0ヵ月では Jr:80"， 

Key words: ll1etecarpal， anomaly， synostosis 

キ Y じeba(助教綬)， ::¥. Nishijima， H. Tal叫 ζ1" 京都大'''f:

被形外科 (Dcpt.of Orthop. Surg.. Faculty of I¥!cdicinc， 

Kyoto Univrrsity， Kyoto). 

.{j 62"であ り成長にfトJて小指の外恥;(立が地強していた

(凶 1). 

入院時所見 異常19f比はい1，)手に|製}II)されていた 山手

の小指はともに外転(すをとっており ，(也の指に比して短

く，小指の MP 以l簡の可動域はやや;I~J限されていた.

Angiography : )~'ì'j'動脈， 4it'11・1J}JI派， "守間動脈はす

べてよく 発達し，波および深隼動脈りも存イ1:した 総~l

(J!IJJ行動脈の分岐liIlはほぼ正常て‘あるが，小術協n!IJへの1:1
10JlPfcは分岐後にい ったん中根へ引きもどされていた

手術術式ならびに手術所見 :子-I''fにZ形の皮切を加

え， 小指令11筋 と小指への tl'i仲筋駐~と のあいだから総合し

た第 4・5中手什 I''fntrlに到達した. 癒fT中手骨 の背似1)に

は筋は認めなかったが，学側には骨間筋が存在した 第

4・5中手付を分隊したのち三角形の γ リコンブロック

を挿入して骨孤聞を広げると，小指の外転位は自然に矯

11ーされた Kirschncr銅線 2本でシリコンブロックを日l

定じた

術後X線所見 :Jr.小指 MPfIJは体ilr'(後では10ヘ 術

後 6 ~では 50 ， 3 ~二 6 ヵ月では O。 に矯正されていた.

現在のX線像では手術した左手小指はほぼ正常・の MP

角をも っている 手術しなかった山手小指は外転{立 70。

で， おil5中手肯 'i'j'liJiが第 4中手什にl阪入している(図

2). JJi.(J，で'fi1e小指11支{立はほぼJI:'/;¥'て‘あり ， CM凶節
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の!fj}jきが良好でイifより 11常に近い弗J¥'f.)ji!fj}jをfjうこ

とができる.

症例 2.'1λ0110， 日以 10ヵ)]， リ1.

主 訴 :f，1.j子小指の外転変形.

現症 :妊娠は IF '，~\'， Ill pt は出ìJPJ次産で~f(位分娩，

~I :.下!時体長:は 3 ， 700 gであった '1:ド時より 1，1'1手小指

が外転位をとり， その後変形は次第に用偵したので

1982年 7月 2円 (当11年4政 11ヵ月) 1，1，j手の手術を受

けた.既往丹空，家族lfI:'には特記すべきものなし

X線像では小指 MP1半lは生後 4ヵ月では，左 56"，

右 52
0

， 2歳 4ヵ月では左 80
0

，右 47
0

，4歳 7ヵ月で

は左 850
，右 70。であり， 成長に伴って少しずつ小指

の外転変形は増強した(図 3)

入院時所見 異常所見は両手に限られていた. f，~j~jIJ 

の小指発育が少しわるく，外転位をと っており ，内転

運動は不可能であ った.小指l工qi，独の自動屈Iftl運動は

できず，広Hi'iとhillllさせるとほぼ正常な加1111運動をfj

うことができた 小指 Ml' WIíÍl'iの可動域はやや~1; 1j 1 )1~

さオLている

手術術式ならびに手術所見:1，1.j{IlIJとも背骨lIJにZ形成

以Jを加えても」入した 術小19d~はkイ il百l じであり，総

合した第 4・5'I'T竹-1"riIllJには'，'l"r，Jl筋と小J行外転紛が

1f:ιし， 宇側にも'，']・IHJii百が存イiした. 有j鈎J足均』旬リナ川州'I~竹I~円~1 と 1けI ' f'!'口1↑J' 

とのあいだにはl限閃立刻l節が存f作|した 江第~ 5 IぺI'T 竹"中竹"円~1υi

4'中|ド1子子L汁鎖百部Hにi阪伝人してLい、たが|限閑具刻l凶h討節fhlt包!当Jはよく(保米たれ，

第 4および第 5 MP t限閃主対j除h節ijは:完右全にj狐独止虫!立してLい、た.シ

リコンブロックを同入し第 4・5中手甘間の間隔 を広

げると 小指の外転位は矯正された.

術後X線{象・術後 5ヵ月 "では小指 MP角は!J:

130

，右 24
0

， 術後 9ヵ月 "では左 7'， ;{ i 13'と次第

に矯正されている 現在，尚子小指はやや短く， 1付転

運動はまだできないが，小指の外転変形

はよく矯正されている(図 4) 

考案

rl_'手骨の先天性癒合は多指症， 合 JR

症，裂手 あるいは Ellis-van-Creveld

chondroectodermal dysplasia などに作

って しばしば認められるが，これらの疾

辺、ではいずれも指の安1[;をflうものであ

る

指 I~I 身の奇形を伴わない第 4 ・ 5 '1'予

'円癒J，'I'は外114では1，I，iiJllJのものが多いが，

わが凶で、は ー側性のものが多く発表され

ている 縦fりされた1，'1'(111のほとんどは9J

a. 

1811 

b. 

C. 

事
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E察

込
恵
総
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懇
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議
ゆ
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図 1.ffr'例 1

aは生後 5ヵ月で，小指 MP角は左 60'，右 30ぺb

は 2級 2ヵ月で，小指 MP角l主左 75'，右 60'.cは 3

歳 。ヵ月で， 小指 MP角は左 80
0

，右 62
0

である

ぎ
盆
轟
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鍾
署
総
書
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総
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魚
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量

a.体I直後で、小指 MP b. 術後 6迎で小指 MP c. 術後:~ "1-6 

角 100

角5υ ヵ JJで小J行
MP角 0。

図 2.k WII 1 
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a. 

b. 

C. 

/ 

唱脇

図 3.出仔1) 2 

a "二後 4ヵ月で， 小mMP fl]は左 56
0

，..(i 52ω. b 

は 2歳 4ヵ月で，小指 MP角は左 80"，イi47
0

• cは

4歳 7ヵ月で， 小指 MP角は左 85ヘホ 70。である.

性であるが， 女性例も報告されている町.われわれの報

侍した症例では家族墜を認めなかったが， Holnes')は伴

性劣性家系を認めている これらの症例を考え合わせる

と先天性第 4・5中手骨癒合出l主任倒的に男性に多く発

ノトーし，癒合部f立は中手骨骨!氏から'j!j'幹部にかけてである.

手の変形は小指が外転位をとり 11令ととも に別J止、する.

このf久也、の治療(1、としては"'1"'I'J癒介iftlを縦'，';11したの

ちの 'IH多 fti'( ~ ， あるいは第 5，'，千什のくさび聞き'，'1切り

a. 

b. 

-';' 

R 
図 4.j京例1] 2 

aは術後 5ヵJIで，小指 MP11]は/，・ 13"，イ'i24" 

bは体i1者 9ヵ刀で，小指 MP 角は/に 7ヘ イ， 13"であ

る

!Aii4
)が報告されている.われわれが用いた中手骨癒合部

を ~m維したのち シリコンブ ロ ソグ を挿入する方法では，

第 5CM 関節が独自の可動域をもち， 小指の対立運動

がしやすくなる利点がある 第 5中手骨骨頭が第 41'"手

'，'jに|氏人していれば早期に手術を行い，第 5中手骨の発

育阻与を防がねばならない。

文献

1) Deliss， L.: I-land 9・275，1977 

2) I-labighorst， L.V. et al.: Z. Orthop. 100: 521， 1965. 

3)彦皮一雄1:tIJ' 整形外科 32: 1682， 1981. 
4) Hooper， G.: I-land 15: 207， 1983 

5) Holmes， L. et al.: Am. J. Hum. Genet. 24: 562， 
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手 の 合 指 症 の手術

Operation for the syndaclyly of the hand 

矢部裕

彦 坂 --Mf: 

森 1誠 一

戸 川 ~存 リ)*

過去 20年間， 筆者らが手術した手の合指症患者の総

数は， 67 i'，80手 134指|甘!となる その手術方法は，改良

が加えられ徐々に変遷したが，最近数年間はほぼ一定

の方式となり，確実な!J立*も得られているので紹介す

る.

症例の内訳は， いわゆる介指定が 23例で， 介~\i.m症

が 12例，絞犯輪症候jjfに{、ドう acrosyndactylyが 11{ylj， 

その他形成不全を伴うもの 10f11j， ~予を{、ド うもの 7 似J ，

多指を伴うもの 3例， symphalangism を伴 うもの 1{j"IJ 

となる. 性別は 46: 21で男性に多く， K;，ti7JIJは/仁子の

みのもの 33，右手のみのもの 21， 1，I，j手にみられるもの

13例となる. 発生指聞は ]-Ilti11日]16， U -111 J行I/:J31， 

lU -IV 指間 57， IV-V 指間 30となる， 1 fにおける介桁

発ノ|ーの桁HtJ数は lji'i聞 のみのもの 45T， 2 j行N¥Jにわた

るもの 20f， 31fi問 11子， 4指問 4手であり，多折I:¥J

にわたるものが 35子を占める

手術方法

初期においては|ズ11のごとく学背側からの 2個の三11l

広角、で web を 形 成 し 直 線 (A わないし zigzag 状

(A-2)に指聞を分雌し， j旨間対In]IInの両側に斜線で示

すような遊鮒全!，;t)~(U支を行 っ た. しかし指聞に皮府の

ゆとりのない完全合指においては， "?stIJ皮膚縫合縁の拘

縮の発生とこれにあUく wcbの|一りないし狭小化傾向が

みられた.

よって中期においては，以11sのごとく I例のl隔の)ムー

い背側矩形皮弁で web を形成し，まず B-1でノjミした

zig zag状の皮切で指間を分離した， (QJ ~IJ":，(線でぶした

掌側皮弁を加えれば Bauer i1、とま ったく同じデザイン

となる Bauer法も 3症例に行ったが，この"?{JlIJ皮弁の

Key words: hand， syndactyly， op引 atlOn

* Y. Yabe (教授)， K. Mori:名古屋保健衛生大学整形外科
(Dept. of Orthop， Surg.， School of Medicine， Fujitaga-

kuen University， Aichi); A， Koyama (部長)， K， Hikosaka 

!神怖I，~、十'(病院整形外科 ; T. Ashida 済生会中央病院稔形

外科。
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適合性がむずかしく，また"?{JtlJに遊自!rft(U主した皮!苛の色

調不適合が目立つため，この B- 1 法に切りかえた 7~

10mm程度の幅の広い氏辺をもっ背側矧形皮弁を起す

ことにより，この底辺の 1/2の長さだけ桁間基部の掌側

皮弁で指の側而をおおうことができる. J行問先j l ~，Jjm ザ({JtlJ

の皮府線合縁はより midlateralに近づくことになり，

web ~学側の皮膚縫合線は大きな z 'g zag となる これ

により web学側の拘縮発生はほとんどなくな ったが，

速{立ないし中央指皮線に一致して遊離航皮を迫力11した{JlIJ

の拘縮が発生する症例もあ った. よって B-2でIj'-¥した

ように皮線に一致した Z字状皮切に切りかえ，この拘紛i

町
山
州rm 

m山
閉

山
川

と三週~ラ (きミ辺医Z現
A-1 A-2 

Web : double triangular flap Web . double triangular flap 
Separation， dorsal : straight Separation， dorsal : zig zag 

volar . straight volar : zlg zag 
No. of free skin graft : 2 No. of skin free graft : 2 

日川口町出
閉
山

〔宝章~ 長蓮田駿少コ
8-1 8-2 

Web : dorsal rectangular flap Web: dorsal rectangular flap 

Separation， dorsal : zlg zag 
volar . zlg zag 

No. of free skin graft : 1 ~ 2 

Separation， dorsal : Z form 
volar : Z form 

No. 01 Iree skin graft: 1 ~ 2 

図 1.A-1， A-2は初期， B-1， B-2は中期の手術

ブ711;
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の発生は改良されたが， 'I'WJの s-1，s-2法L、ずれもJ行

官llJ方の縫合総の適合，つまりoxごの皮介の適正なデ

ザインがきわめてむずかしく，不適合を'Ic.じたJII=WI]も {r:

イ1:し7こ.

後期においては，閃 2のごとく， 'l"riJllIは[1'(忠良状皮切.

?似11は}主総に一致して ('1 のごとく Z'(:状 tcい L.

(' 2 で示した ~WJ Z 'r:~^，つ主り交 11 に小 ':[(j1Urを }JII

える皮切Jで桁I::Jを分自110した これによりデザインは'令劫

となったが，遊向110M)丈を 4 ヵ 19í に必吹とする灯i~if さが少

jTl ITl Jl m 
gヌEエヨ2主ノ Cc3:2:ヨ~吾妻参

C-l C-2 
Web : dorsal rec tangular flap 

Separation， dOfsal : straight 

volar : Z form 

No. 01 free skln graft : 4 

Web : dorsal rectangular flap 

Separation. dOfsal : straight 

volar : modified Z 

No. 01 free skln graft : 4 
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C-3 C-4 

Web . dorsal rec tangular flap 

Separation， dorsal : straight 

volar : straight 

No. of free skin graft . 2 

Web : dorsal rectangular flap 

Separation. dorsal : straight 

volar : straight 

and 5ma!! transverse 

No. 01 free skin graft : 2 

図 2. 後WI(現在)のT・N;iMl、 (句3，C-4はィ、完

令:介J行にi歯止;している

1983 {I三 11月

図 3.症例 l 上段は術liii.'1'段は A-1

法による術後. -F段はZ形成による再

手術後

図 4. I，I3例 2 B-l法による術後
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図 5. 症例 3 卜段は C-I法による術

l白後，中 .F段はI，;J術後 5年

じる しかしt1((JJtの幅が狭いので，MJ.支)¥ーは折II¥Jにかく

れて J117:たないメリットもある. 1'i'iJllJの分離線がlft線と

なっても ，この却に拘縮発ノlをみた症171]はない.

なお指!日lのl主!内に比較的ゆとりのある不完全合指(郎

分合指) j，j:においては C-3 世、ないし C 4法を月Il、て

いる.とくに，C; 411、は体ifìíi からザ:~!l1J主 hH の拘新iを伴う

ような症例に適応があるものと考える(閃 2) 

なおi差出It楠l支は，全例鼠f予部から全層を採取 した j文

H可縫合にはiF.lì{llを J~Jすため， 7-0および 6-0ナイロン糸

をi1!片lした

初 l"IH~i川 イ j'.附はノ|後(】 ゾ)) J か ら l イ下半までが~ く .

67 l11J'J' :16 (1IJ 53. 7% がこのあL、だにfjわれた

灼前(1発ノ1:.のため， I'f ffA'iを必要とした症例は，京VjWJお

よびrl'JPJのものに 6WIJある後期の痕例においては 1 11 

指間を除きl'ト手術を必要とした定例はない.

症例

症例 1. j 成 5ヵ刀 H、?に A-]μ、をfjった初期lの椛秒IJ

右 目 IVJi1II¥J完全1Hl1症である. " }・ ~ll]J.文)内縫合総にが'j新i

が発生し， web の上昇もみられた 6)，長/I~f再手術施 fj

中央指広線iiiliこF 致した Z形成体Iを行い， 郷i痕j"1'j前(1の除

去とともに wcbの_I:列企も改訴された (1刈:n.
症例 2. 1此/I，'j'， sauel法を改良した s-li.ムを施行

した中期の症例lンヒ全介指である.指J:¥J対/i'/Iuiのほぼ企

長にわたって遊出If~((J土した環指の中節手側縁の終j支の拘

紛の発生と local Aap でおおった中指'1'節部の潟11さが

11立つ， Local nap にゆとりがなかったことに起附する

L凶 4).

症例 3， 6ヵJJ/I，'j'，c; 1 il、を施行した後WIの1，'，'(11]. 山

全介折である. 術後 5イ|の現千1:， 拘縮の発ノ|一，web の

1'.列 もみられず)位向，jf仙波JIも指聞にか くれ， 11 似たな

い(凶 5). 

結 E苦

20 i l の，1t!，.I，J)-錯~!{， 67症例， 80 子 134指Ii¥Jの{)-J同，E

の手術経験から，とくにその 子術方法について述べた

皮!自にゆとりのない完全介J削，Eにおいては，デザインの

容易さから作.iM的な方法と考え， C-1ないし G2μ、を

推奨する.

文献

1) Bauer， '1'.11. 0' al.' Plasl. Recons" 出urg， 17: 3R5， 

1956 

2) Skoog， '1‘ ACla Chir. Scand， 130・537，1965. 

3)津下降，'Jt: fの外科の実際， 南江'i止， ~~京 ， 第 5 版，
773貞， 1974， 

4)矢部 F守口IJ、 新快!杉外科片手， f失'字書院 ~i点， Zl11 ，ぬ，

646 TI. 1979 
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合指定とは

What is the syndactyly of the hand 

'I!. ~~ 1;年 ); 金 i己 ~H: 、|λi制(k:ffi一
l、定 )1イliJ15

われわれが普段用いている介指症とは，どのようなも

のをいうのであろうか 介J行は !P.~lに UWòするだけでな

く，事fi々 の奇形とともに現れることが多く ，形態にもい

ろいろのものがある 介指症を一つは独¥'1:した決忠とし

てとらえる場合，どのような合指を介j i1 j ，i"~とするのか，

奇形の統~ I やモニタリングを f jうさい， JF:'~ な川j起とな

ってくる

すでに {t j;~j桁 j ，j 'にみられる介折，先)(1'1 絞þ~輸症候併

にみられる先端介m.ApeJ"l j定供In'にみられる合指は，

独立したそれぞれの疾患の-'M'~)\ と汚 え られている ま

た Mullerなどが述べているように， '1'1過剰郊にみられ

る介折は，秋郎組織が不十分なために:次的に起るもの

で， 子似のう〉化障害によって起ると巧えられる一次的介

指とはい:;)11する必要があると Jうえる。 I TiI械に~f.や欠航

に「ドう {tj行も二次的なものと与えるのがヌー当であろうー

しかし烈手の反対手に広!内1'1の介指だけをみる場介

や，多指をみる以外の桁に合mをみる場合もあり，これ

らを 概に二次的合指と決めつけることはできない.

そこでわれわれは外比的に 5~の指をイi し，iìJ行持Y辺、

表 1 性ぷおよび権jど，fJllI

相1(.1，よ!、G!l1
)'di!lI!'1 

l向。1111'1

!'I:l.:: k 布

yj 23(，列 7('列 13(列 43例

女 4{.列 9{，列 5(列 18例

27{日l 16例
18(.列 61例

43例l

Key words: congenital anomaJy， syndactyl、， hand 

!: T. Satomi， NI. Kimu， U. Hirase， N. Sakurai， E. i¥larumo 

(教授): *京慈恵会医科大学形成外科 (Dept. of Plasl. & 

Reconstr. Surg.， The Jikei Univ引 sity，School of Medト

cine， Tokyo). 

メL毛lA

'f.fこなんら凶作奇形を伴わない{Tj行を，一つの独立した

介桁症と .i5え，このような症例をi:1!1び検討してみた

症(711は 61例で， これはわれわれが経験した手先天奇

形の'1'で 5喬 11に{立問し， 決して頻度のilTiいものでは

な:l、

i'J:.;f::をみると .').)43 1YiJ， !J._' 18例と ， リJi'iが約 2(!'j多

い. 1作忠似Ijをみると， JH!II1生が 43(711と多く， 1.I，jfJ!lJi仰1

18 WI)にすぎない. )\-~!lJt'Þ.では/正~!I)が 27 例，イ i ~ll)は 16 ((1) 

である(友 1) 

初:.，也、指をみると， 314指が総合するものがも っとも多

く， 46 (71157手， 次いで， 3/4/5折が癒介するもの 7例

12手， 4/5指が総介するもの 5例 6手， 2/3 j行が総合す

るもの 2((1) 2 l. 2/3/4指が癒合するもの l例 1手，

2/3/4/5指が総介するもの 1((1) 1手 である 3， 4， 5 j行

がおかされることが多く，母折の総介するものはみてい

ない。 また磁fT形態をみると， )主的・併に1Af.介するだけで

なく， j行尖(ffIて・末節骨が骨性1Af.介しているものを 15WII 

22了ーにみている(友 2). 

これらは総介指!日1の遠い，}幻向性か"!J"性かによ ってお

のおの只な った特徴をもっている 3/4指が癒合するも

のは皮!向性が多く ，37例 47手で， P1P関節レベルのも

のが 23桁Ul). 次いで爪基縮までのもの 8指IHJ， 法節目官

のみのもの8m間，m尖却までのもの 7指針円である. '1 

j'件ヂ牛主のものは 9仔仰例|リ11ωO手にみているが， 爪のあいだは併を

dめるだけで卜分なJ!i.h可がない 骨性のもの 5砂11には，

総合指の加:1111変形， j什1'J'~変形，指関節運動附'， 1 [. をみるも

のがあり，これは~千への移行型を忠わせる。また反対

Tや)tになんらかの異常をみるものは 46秒1)1)'13例あ

り， うち 7WI)はだ指の皮!向性合指て、あるが部i，i:は一定し

ていない 3例は&)(1手に典型的裂予をみている これ

らの 1例は指什変形，運動障害もみられず，l土!向性合指

となんらかわりない(図 1). 他の 2例は総介折の.m1干

変形や，最~のAよ行災常を認め， 他の1主 h可仲介J行 とは異な

っている 伐りの 3(71)には足母指多-rtmをみている.
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表 2 権':J!J刊行lについて

指 1:¥1
2/3 3/4 4/5 

皮!内t'Ui-指 I 2例(2n I 37例(47子〕 4 i0J( 4子)

'侍性MM(末釘l
1例(2手〕

先端が骨癒合)
。 9 (列(10手〕

2 (日II(2子) 46例(57子〕 5例(6子)

図 1

4/5 j行が癒合するもの 5{1IJについてみると ， I土!内1'1の

ものは 4秒IJ4手で， j行欠一部まで総fTするものは 4j行がI:l!

11II変形を起している '1'1"1斗のものは 1(9111手で， 5 j行の

中i1i'ii'j.の芦 I.YJな短縮をみている.またi己t:):j!'f多桁をみる

ものが I例ある

2， 3 j行が総介するものは皮府性の 2秒IJで， 3， -1 jl1の

1文!向性合指となんらかわりない.

3/4/5指が総介するものは 7例で， J.文!門性のものが 2

(9IJ， '汁性のものが 5(711である向性のもの 5例はいす'れ

も両{JlIJ性で， ほぽ犬、I称性の特徴的な形態を示している.

51-く節'，')が先端で'I'j-j生癒合しているため， 3， 4111は)'(MJ

に引 っ張られ， f:1!11I1および斜桁変形をlJし， 3， 4折で

は 'I' ~í'i什の短紛iを， 5指では欠損をみている(閃 2) 

2/3/4指が総介するものは皮!向性のもの 1[111で， これ

は)({;):指多指を介iJIしている.

2/3/4/5指の総合も 1例だけで， 水かき形成科度のも

のである

以上，外見的に 5-1ζの桁を有し，介指権恵子に随伴奇

形を作わない症例を犯t)iーした合指痕としてみて きたが，

これらの中にも反対千に明らかな忽Ilをみるもの，裂手

への移行型を思わせるもの，足1'):.1行多J行を合併するもの

2/3/'1 3/4/5 2/3/4/5 

1例(1F〉|2例I(2 n I 1例(1n I仰 11(57子〉

o 5例(10n 0 15例(22子〕

1例(1下〉 7 (刈(12n l例(1子)

(4/5 2/3/4の部で l例illlli)

図 2.

がある これらは民なるカテコリーに入れるべきものな

のであろうか また1，1，j側nの 4/5111，または 3/4/5桁の

指尖部'l'i-l'I:{T1I1は， 'I'ilil'i'iの短新iや欠JHをみており，こ

れは他の(Tj行とはtiJlらかに yl~なる所見である .

文 献
1) Kclikian， H.: Congcnilal Deformilics of lhe Hand 

and Forcarm， Saundcrs， l)hilaclelphia， 1974. 

2) i¥lullcr， W. Die angcborenen Fehlbildungen der 

i¥!enschlichen Hand， Ccorg Thiemc， Leipzig， 1937. 

3) Samia， T.， Viclor， :¥1.: The Cenclics of Hand 

i¥!alformalions， Vol. XIV， The National Founda-

tion-i¥larch of Dimcs Îan R. Liss， New York， 
1978 
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yhヰへ暑の特科縛首〆U 月 で e

脂肪層付の遊離植皮術

多くの格形や形成外科乍の教科書において植皮の項に

は，種々の納皮についてのμ述がなされているが，その

'1'でも っとも重要な点は 「他皮は一般的に薄ければ部い

ほどよくノ|二着し，皮下脂肪は除去されたものでないと成

功しない」あるいは「皮下脂肪は航皮片への血行の妨げ

になるゆえ丁寧に切除すべきである」ということであ

る.これはいつごろから定説となったのであろうか

植皮の月世史をたどると， 古く紀元前 3500年ごろより

すでに行われていたという しかし詳しい内容はわか

らない. また， 1500 il'ごろには;3<:1内と皮下の脂肪肝を脱

落した必に移植するために尻の広IIIfを叩打するとノ1:.清し

やすいと伝えられており民間て‘千lわれていた.

1973年にいたっても，手術台 lでゴム管を使用して採

皮郎を叩くと脂肪層をつけて皮!内を植皮できるとの報告

があるが，科ザーの態をなしてはいなかった

今日の遊縦結[J.H桁が確立されたのは， 19111紀後半から

である 1869年 Rererdinが epidermalgraftを発表

し，続いて Ollier，Thierschらにより，:l'U支をも含めた

他皮も行われるようになった.さらに 1875{I'. Wolfeに

よって発表された全層倣皮術は，その後 Krauseによ っ

ても報告され， この後 Krauseの弟下 Jacenkoにより

「全層枢i皮におし、ては脂肪庖をつけてはいけない」と .j"G

述されるようになった この Jaccnkoについてはよく

知られていないが，これ以来 VYolfe-Krauscのjj([J文体Iと

して知られる全用組皮i~iには脂肪l刊をつけないことにな

ったようだ.彼らおよび後世のγれは，脂肪層は組織液

の浸透を阻害してしまい全層植l支のノ1:.着を妨げてしまう

とし，)，~礎的研究においても，このことについては疑問

を抱かなかったようで，外同でも多くの教科1';'において

定説として記載してレる

それ以前には先に述べたように，けっこう脂肪府つき

の皮j宵移値はなされていたようである あるときわれわ

れは金沢医科大乍東回数綬の全府組皮法を知lり，非常に

1i:i.とした生着本をIUしているのに篤いた その方法はl支

府組織と皮下組織のあいだ，つまり真皮と脂肪組織のあ

いだには血管制があり，これを温存すれば，おそらく IJ

休より直接l吻介がこの瓜llfl網とのあいだにノ|じ，今:1'o'1tj([

飯 川 村?

く東京女子医科大学整形外科>

皮がノu守するという説である.

われわれはこれにヒントを得て，手の外科，あるいは

関節j，'，mなどに，この全居植皮に17、図的にある以さで脂

肪用をつけられれば，これは脂肪が機能的にも癒煮の少

ないものになるので，従来のわずらわしい有茎舶皮は

microsurgeryをmいた freef1apにかわるものとして利

用できるのではないかと考えた.さらに詳しく調べる

と，真皮と皮ド組織とのあいだにある血管網は脂肪層の

rl'にまで広がっているように記載されている書 (Bloom)

もあり，実際に値皮が毛細血管|吻合によ って生着するの

であれば，この l血管網さえ温存すれば，脂肪層をも含め

た composilegraftとしての移植が可能ではないかと考

えた われわれは症例を電ねるにつれて脂肪層をできる

だけ厚くとり込むように値皮した

手術手肢の詳細はすでに報告したが(整形外fl冶 33・

号 10) 結果は非常によく， 全例完全性27を得られ， 約

1mmの1li1lVj府につけた柏皮ができるようになり ，当然、

植皮の トでの二次的手術として血tの移他や，移1i体i，縫

合体Iなどを千Jl、結果もよい 今後どの程度の脂肪JMが残

せるのか，これは1(ll1符網の脂肪府深部へのもt人の程度，

さらにl仇行再開までに移摘皮IIIfklfiiの細胞が阻1(llにl耐え

られる J~J間によ っ て決まると忠われ，現在のところはっ

きりとはわからない 採皮以外の手術手以は従米の全周

航皮と[，jJ様である.われわれはこの植皮の適応をJI'常に

しぼって腿のi'l'f1!JJや，関節の付近なと癒JiーがHましくな

し、ところにのみ使用しており， IリMくの状態は決してよく

ないが，よくノ I .~守する 最近われわれはj仏大のものとし

て膝関節，';1)， 1J1lJ.皮骨折'1')-11史上の 15x 7 cm とL、う l支h可欠

射に対しでも仙川したがよく生活し，)，'~U IH文11雪との l::は

軟らかさ， 色などほとんど認められないほどである

ちょうど frce fl ap を(~)日した， あるいは crossIcg法

を用いたような感じである 無論組織'学的にも毛似や11:

11*が凱イFされ，値皮よりの発毛も認められる.われわれ

が入日以米数えられてきた 「脂肪層をとり除かねば他皮

は生苅しない」とは何だったのであろうか，こ の航皮の

tIe-ovcrを外すときいつも考える
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<VII.腫蕩>

上肢の末梢神経腫蕩

Periphcral nerve tumors of the upper extrでmity

ftlJ井秀夫

大木j宗 久

原 11珂iー

浜 川 秀樹

|→Jl立に発IJ:.する末相神経lFfifgはまれて、あるが，診断お

よひ、治療成績に問題を成すことがある 過去 6年IUJに経

験した外似性神経11屯およひ.JI神終原ittljl経内IIilljJ)iを除 く

上肢の末納神経服務 26例を1'*~1; する 男性 17名， .!.<1'1: 

91"" ;;(，{lllJ 15例，!r.側 11例で手術i昨年齢は 4歳から

68歳，平均 40放である 神経附]ofi.19仔1]， 神経線*UI]ofi.2 

仔11，神経節竹下11経11宅2例，相11A級制IIJ市症 l例，神経|士111市

2例である 発ノ|宇和Ir経の内訳は， )腕tljr終叢7例，筋広和Ir

終 2仔11，抗'，'j神経 8似]，正中神経 '1(11j，尺骨神経 5{91j， 

J行神経 2例である(支 1) 

症例

症例 9.Y.K.， 48 II抵，男

2 ヵ月前に1， JJ~'i 'l' 1..却の)匝癌に気づき，1978年 10月，

外科にて腕神経;r，;:~ノ | ーの 11市似摘出{析を受け， 病理組織学

的診断は神経革rlll唱であ った.術後，jf.巾担JrA，筋!主fllr経

附;jv，¥を生 じ，数 ブ')JJで IFrl'神経麻仰は|百l復したが， I二腕

--.JiJliiカは収縮をふれるのみである

症例 13.K.O.， 50政，男.

8{下，ìíjから左飢l~l， J， lì íj}腕部にIIH~jを認め，数fド Ijíjから

左下ifi手を旦して きた(凶 1).1981年 2月，1 .. : C，判11

ff似発ノ|ーの椎問孔鋭、大IJ利払切除 {加を行った.同年 3凡，

九 ïìíj}腕 1市場JI向 :t: H;iを行い，脈~i)j は)~什和11経?'i'{J! IJ校から発

生した 3x3x4cm大のHUMであ った l陀療によ るliij}腕

部{rll筋併のj主)UJ室料による ドIjfT変形 であり， I，;J川に

Riordan i:去による腿移行術を行 った |叶{f.4月， Ir-: L， 

:trJ r終恨発ノ| の I"HjJjJ尚~~:術 を行った 病理組織学 的診断

は多発性干rJr*革開lI'uであった.

Key words: peripheral nerve tumor， uppcr extremity 

ホ H，Kawai， Y. Tsuyuguchi， H. Kawabata， K. Harada， 

l'vf. Ohmura， H. Hamada:大阪大学整形外科 (Dept.of 

Orthop. Surg.， Osal姐 University， Meζlical School， 

Osaka); S. Harada 大阪厚生年金病院幣形外科 K.Tada 

(助教綬) 香川駅科大'下4柱形外科.

川 端 禿彦

原 111 茂

原 111 -苧

多 川 r(l;ー *

症例 17.T.H.， 48歳， VJ. 
4午前か らJi:}J.J，首ij}腕および千|見j節の i'I発桁出現，fJ'.

上腕'，'j外 I:'j!j'[炎の診断で近広ーにて加療を受けていた.そ

の後t.::I院内庁sにJ'I分で腫痛に気づいた 1982年 1月，

左続骨神経から発生した腫協を顕微鋭 卜に摘:uした 腫

協は I 木の神経都~*If Jk:と辿統1'1をl15め， 1.5 cm 大であ

った(凶 2). 

図 1. JJ宅織による前腕{rlliiMl'の川辿萎縮から/し下If[，

手袋_'}杉を生ずる

図 2. IJ霊協は1~骨 m干Aから'fêノ|し神経線維Jk:の l 本
と.lli絞している
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表 1. Peripheral nerve tumors 
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L I 7.0x7.0x6.0 I口me吋d出lanne口r司
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L i 2.0 x 2. 0 x 1. 5 I pJexus brachiaJis 

R 1. 0 x 1. 0 x O. 5 I radiaJ nerve 
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neuro白broma

R 4.5 x 3. 5 x 3. 0 I radial nerve gangJioneuroma 

L 9.0 x 8. 0 x 7. 0 I pJexus b町 h凶】lla旧aJi

R 2.0 x 1. 0 x 0.8 pJexus b防r司achi吋ia討Jiss 

median nerve 
24. K. S. F I 11 I arm R ? musculocu laneous radial 

nerve 

25. y. T・ F 66 I dorsal wrist R っ 日出aJnerve 

26. H. E. iM 1341叩 aclav凶 r R 10 x 10 x 9. 0 pJexus brachia 

gangJioneuroma 
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I neurofibromatosis 

neurogemc sarco-
町】a
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ma 
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of the uppcr cxtrcmity 

lumeh 
onset to 

chief complaint I consulta- pre-op. c1iagnosis I post-op. complication I up others 
tlOn 
(yrs) 

tumol 5 c1ermoicl cyst 17 

lumor tenclerness Iymphnoclc 16 

tcnclerness lumol 
muscu 10cLllaneous |neuI…aat trhigohra t hearn3 

paresthesia 
2 benign lumOr ancl raclial nerve 16 lefl back ancl lefl thorax excisecl 

palsy one year before 

tumor 3 tumor 15 

tumor 10 tumor hypesth白 iaof thumb 13 

lumor hfoyrpeeasrtm hesiaoflatez al 13 1hur -op…n before at 
the same lesion 

tumor c1ullness 2 benign tumor 13 

t…tcncl…s I つ myoma ulnar nerve palsy 7 
ulnar nerve neurolysis two years 
later after自rst opera tion 

tumor 1/6 tumor 
musculocutaneous 

5 
operatecl at c1epartment of sur-

nerve palsy gery 

paresthesia pain 5 
on actlvlly 

ganglion 1I1nar nerve palsy 4 

lllmor 3 c1ermatofibroma 4 

t…叩…-I 8 3 
OllS pall1 

Riorclans' methocl with lllmOl 

tllmor c1rop hancl I 8 I neurogenic tumor I 2 lexcision neurilemznoma at left 
C. ncrve root ancl left L. ncrvc 
root 

tllmor enlarge-
打】enl

10 2 

tllmor cnlarge-
町、ent

3 2 

tllmor 14 
I ::~::~::::… meclian … 2 |blopsy eight yeambEibre and 

left alone 
tumor sPontane-| 4 
OllS pall1 

nellrogenrc lllmor 

tllmor radialing 1/4 nellrogenrc tumor 1/2 
pall1 

tumor tendcrness 3 nellrogenrc lumor 1/2 

tllmor 2 tllπlor 6 

tumor pall1 on 1/4 tllπlor 
hypesthesia of 

actlvlty latcral forarm 

tumor nellroblasloma 
claw hancl C8 • Th 1 

5 correction of claw hand later 
anesthesia 

tllmor spontanc- 4 nellrogenrc tumor Cs hypesthesia 4 C6 nerve graft OllS pall1 

tllmor cafe all 
11 nellrofibromalosis lEyl mphEdema 6 

disarticulation at the sholllder 
lait SpOl ephantiasis later 

three times oeration of the 
tumor 1/2 tllmor 10 same lesion at other hospitals 

before 
tllmor pall1 on 2 nellrogenrc lumor C6 hypesthesia 6 nellrolysis laler 
actlvlly 
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1822 {i; 3.1・り 12(臨H、¥'1'首j1J) 整形外科 1983 .:r. 11汀

41': JIH組織学i'ド)，診断は神経午l'ilWで術後{i{J[J，'1ピをtbtめ な か

つずこ

症例 22.1'..1'..， .)成y-

後縦隔にプt'lした ncuroblastoma の体iliij，診断じて，

1978 il・2) J， /，: Csおよび Th，TI';f手以J除{仰を受けた

1内Jlj!組織学的診断は神経節i1.t忠利脈でw生であ った. 1~;i 

後 C.および Th，tlJl経の辺正1)知覚麻仰を'1'.じ， 1981年

lO JJL，鷲爪 r~、 }f;におI して， 1七仇側 ftlif11l íJjj および)~

似11-:1三似伸筋を))韓!;tとした いvotailed tcndonによる)拠砂

行体Iを行った.

症例 23. H.N.， 38成!J.

4 年前かられ鎖、，~.上部の Ht l留に気づき， 圧州および右

{.;)j旨，示指に放散掃を認めた 1978年 12月，イュ C.神

経似発生の腫錫以除術およひj↓h腹神経による神経砂値判;j

を1Jった 病理組織学的診断は神経節性神経腫で，術後

4 i:1:.の現在， ;(i I;):j行，示111に匁l覚鈍麻を認、めるも ，運動

腕~~i はない

考察

末梢神経sof(Ji)jは，子の1Jt[(ji'jの'-1'で 5%以ドであり，三

つの neuralcrestからなる Schwann制11胞， ncuroblast 

および paraganglioll 細胞から発生するが，陥;W的によ

くみられる tIJ1A，j!iJH(， 神経線*，WIW， 神経|勾ijof[はともに

Schwann細胞から発'tしたものと与えられている

木村I神経IJon似のz診断は， lI'fi姶{のみを七，Urとするーことが

多く，カ/グリオン， *駐車lIijιJJ日 JJ)j IHtなどの体ilìii ，& lt~i で

作必に子体Jされるニとがあり，不il必、な H市Iによる体I後

t111f.'f..J悦治症状を '1~することもある I_lMおよび)jJf.I出IfJを

伴 うこともあるが，神経症状を日することは少ない 体f

'1'はじめてtlJl統11事務とわかり biopsy で良性腿協の診断

のため放世していた症例lでは徐々にlI'fiJt)が大きくなって

きて，ときに 5cm 以上になることもある 大きくなれ

ば摘出手術も困難になり ，術後神経!悦滋症状を呈しやす

いので，一次的に摘出術を行うべきであろう

神経'iflR亘は被肢に包まれたIEHtf，)で一般に 2.5cm 以下

で， 5cmを舷えることは少ないといわれ， 神経上肢を

切雌すれば l本の神経米とAがしした|肝!滅をJI向:Hでき，残

りの神経*はiM存でトきるので機能附'~11は少なく， ときに

t lJ l純米 と IJI係なく作~))に陥 I{~ できる

t1J1f.車線占lIiH[は被映をイlしないl:.ti'EH協で，l広j文〈υl附何および

!此主ドに，刊| じる孤立性h例神|ドIf.絞モ線t創縦1甘t凶匝M眼iJlと末梢甘桝神|ド1怪経にF刊生1:じる浪波.状

!川IJ崎1

除{体術4耐Iのみて.よいが」木ミ村【竹IJI経に生じる i波佐状伊例神|ドi経総t維:jt印1服重はIJon

1揚おのみのj州l肉拘削lけ山1ハiが凶難てで‘， 切除するかあるいは臨床上問題

のない場介は放置でよいと考えられている

Von Recklinghausen病は， cafとaulai t spot，廿変化

などの多彩な症候を示す遺伝性疾患であり， 3~13% に

悪性変化がみられ，悪性化すればプ'後不良とされる.わ

れわれの症例lは，リンハ浮腫，e1ephantiasis neuromatosa 

の路用手のために， Jrl関節離断f加を適応とした

IIJI経節性神経睦は， 1'1律神経発生の腫紛でよく分化

し，conservative therapyだけでもよいとされているが，

臨休症状を!止すれば，腹話3切除制;iとともに神経欠損部に

神経移他都Iを行う . lA'ï後の神経JJiU~症状による変形や!回

以Jそのものによる筋肢の障害に対しては血~移行術を行

い，平均lの機能i"I似をはかる.

神経|去111需は神経線*，lf.1土l腕，悪i'l:I111紙''l¥rill，r;などと呼ばれ

Schwann潟111泡発生の悪性腕鋭であり，約半数は von

Rccklinghausen hjjに介併する 治療は!以llIJとしてjぷ純

切除術ないし切断体Iを1iうがチ後は不良とされ， tL立派

L、経過程II燃が必2J!:である.

文献
1) Hajdu， S.1.: Pathology of Soft Tissue Tumors， Lea 

& Fcbiger， Philadelphia， p. 427， 1979 

2) Phalcn， G.S.: Clin. Orthop. 114: 219， 1976. 
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5) Strickland， JルV.ctal.: J. Hand Surg. 2: 285，1977. 

6) Enzinger， F.:-'!.: Soft Tissue Tumors， l¥Iosby， St 

Louis， p. 580，1983. 
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当教室における手の腫蕩および腫蕩類似疾患 111症例の検討

Analysis of 111 cases of hand tumors and tumorous conditions 

阿 部正隆 岡 山行 '1:， 斎 藤山j

原 旧 斎 岩崎隆夫*

1973 ilから 1982イ!ーまでの 10年間に， われわれの教

室て子科Iされた手の腿脇 田 例および腫湯類似疾患 52例

について検討した

腫援Jの内訳は;kUこぶすごと く 1欧部臨耳p6例，'，'j 

腫疹 23例であった

軟部腫坊では，腿干，rJ性巨細胞H'u6 WIJ，類上1)1:褒匝 5

例，glomus 隠滅 5 例， 血管臨 5 似U，腹壁外類阪~腫 2 例，

3σ1]. 竹内ガングリオ ン3WIJ，付機Hl2例， その 他

Albright症候lrr，級車111勾1ιl'細胞脈および類骨'IJ腫が

おのおの l例であった.

腫Wj類似疾，皆、では， カ‘ングリオンが 38例とも っとも

多く， Dupuytren 拘絡が 12例であった 異論があろう

が， Dupuytre口約締は ， 手乍肱~膜からの線車Itの師U)j J杓舶

を_iJ!悦して ， 広い意味での師協類似j#;: ，:，よ1に~めた われ

表 1.手の腫場，治療法の慨略

軟 部腫耳J

A-V fistula 

Bowen disease 

dcsmoid lumor 

epidermoid cyst 

libroma 

日brosarcoma

J尚出 ・切除

2 

5 

giant ccll lumor 6 

glomus lumor 5 

haemangioma 5 

haemangioendothclioma 

lipoma 2 

neunnoma 

腫蕩tJjf以疾患

ganglion 

Dupuytren conlracture 

fibroma 

38 

12 

切断 | 

1 

脂肪腫 2伊IJ，その他動 ・I¥"ft脈波 Bowe口約，線*，1[Hill，

線維肉眼¥血管内皮師および神経'，fillillがおのおの l例ず

つであった

骨腫務では，内軟'1干1Iill8{7IJ，秋付 1*1腫3例， '1"1"'1吹'rlll干

Key words: hand， tumors， tcchnique 

本 M.Abc (助教授)，Y. Okada(講師)， M. Saito Ci納!i)，H. 
Harada， T. Iwasaki 宕千医科大学整形外科 (Dept. of 

Orthop. Surg.， Iwalc Medical University，孔lorioka).

骨 腫 蕩 掻把 ・切伽開催 ! 切断

Albright syndromc 

bone cyst 2 

chond rosarcoma 3 

enchondroma 7 

exoslosls 2 

日brosarcoma

ganglion 3 

giant cell tumor 

Maffucci's syndrome 
( 1) 

osteoid osteoma 

われが経験した軟部線維肉睡で死の転出!iをとった 27成

女性例は，手学:IOO!膜から発生したとみられ，ま たt }II)所

症状も Dupuylrt:n f匂縮と区別しにくいほど似ていた.

このような経験から，いっそう Dupuylren拘縮はl陸揚

類似1火山、として 11に写るようになった ほかに指 しゃぶ

りによる刷版形成が示指にみられた 18歳女性例も腫湯

類似扶，也、に合められている.

治療法の概略をみると ，llillj協のJ商山， 切除，掻Ir思など
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182~ & 31・η 12(臨時I皆川) 整形外科 1983年 11月

図 1. Glomus腫場

左|二は再生しかけている変形した爪を除去すると爪ばの，'，火に腫坊が露出してきた. 腫癌は 8x5

x6mmの卵型で}，'，j聞との総ぷはない 爪Jよをていねいに縫合後， やや硬いシリコンシートを爪状

に形成し，ナイロン糸で[;';':ぶした 糸は結ばず tu釣りm鉛ビシで固定している. このドレッシン

グは 3j盟問継続された イi端は術後 2ヵ)Jの状態。

‘ィ図 2.[riJ一症例の術後8力)j11. IiKi.V，"lに爪はIljJ[してきている

開:忠手指が温存できたのが大部分である

が，切断を行ったのは， ~i't:lJ利必の 6 f11] 

と，良性腕協でも機能 |二あるいは幣作上

の理山から切断された!fYJ ・ l'i'{t)V~!W と I)~ .'欧

'illJ唱の作 1例がある

症例 1.43政， k. 

13年liij， 圧力釜の殺で I，:"'j行の爪の

ノ[:.えぎわをはさんだ 次第に泌痛がJ曽強

し， とくに水冷H、?に激jdiを訴えるように

なった 10年!Iij某医で爪を敏去， 一時

1釘Inが斡減したが，爪が生えてくると再

び1仰庁lが激しくなったという.このよう

なことの繰り返しで，病名は竹げられず

に，過去 10年間に 3度にわたり爪の抜

去術を受けたという 4度[1の敏去をす

すめられたのを断り，当科を受診した.

末節は膨隆し，変形した爪がIlj生しかけ

ており，強い自発焔とElMを訴えた x
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C> C> 

図 5.m什'i'l'腫

発生部位からみて. I ¥!，jiij'iとの.ili絡が考えられ. qi 
なる外傷性[対節艇ではなく，み;腿似も|民jffiíJ，í~状に|対

与した可能性がある.

図 3.'i1' ~欧'\'j' lJfMによる斜指肱

腫JMVJI徐と変形を先日 11:するよう"1・移航した.

科を訪れた 病巣部はl長J節秋'汁r(i卜まで

達しており，この部分を切除し.)助¥'J・よ

り採取せる'i'J'J十を，斜J行を矯正するよう

線型移植した基節'i'J"iTliJ'[の erOSlOn と

軽度の尺似IJ偏位がみられるが，術後 2年

l /JjJ1~悪していない(図 2 ). 

症例 3.17歳，男.

主訴 :指の内転jl，IJI(民.
数年前から手で水をすくえなくなった

が，ほかに怒IlJ~がないため，放置してい

た. ;JUf~を気にする年ごろとなり受診し

た.広11旨;JJ;i市付に発生した'iJ'軟'削重で，

二次的に水かき形成がみられる.そのた

め皮切は1妥協切除ばかりでなく，あとに

水かきが残らないよう工夫した '学側広l何を弁状に起

し，背側をL状jlJlJfJとした. 1虻， pl'経， Jfrl~1を損傷する

ことなく ， 腫協を切除しtJi節，~;.欠損 i市にl似 '1'] より採取

せる'門片を移値して U的をi主した(凶 4). 

症例 4.18歳，男.

左広H旨PIP 関節の腫脹と1仰げ1. ノバ;レ一ボ一ノルレで

たび突き指をし最初，外傷性関節症の診断で，件tl民切

除制iiを受けている. しかし，修痛は消失せず，夜!日Jj庁lを

も訴えるようにな った.この夜間痛は aspirinに反応し

た。X線写真でも，基節'lj'Iji_，:側 ・頚部に nidusと忠われ

る透|際像がみられたため，病m部の'it.切除と，岡部への

骨移舶を行った.術後疹痛はm失している.腫威発生部

位からみて，凶日iJと交通していることが考えられ，liiな

コ之フーコーと}+
υ
υ
M
U
U

r
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1
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図 4.什軟'Fl'I屈による水かき形成

)J毛幼切除のさいに皮府切聞を工夫

l) 
Ll 

線像上，爪休の軟Irs陰影のl彫降を1包めたが，竹破嬢はみら

れなかった 手術時，;Jt、形した爪と搬浜の下から，膨降

した爪床と，その仁I，:Jとには腕焔が穆Iをのぞかせていた

爪Mミを切開し腫痛を11荷IIL爪外Jを紺1，、デキソン糸で縫

合，その上をやや硬さをもったシリコンシートの爪の形

に形成しドレッシングした.ナイロン糸は結b↑l縫合のか

わりに鉛の割りヒシで|皮ませ!支Ir可の術5誌を妨げないよう

工夫している.診断は glomusIEIi紛で，術後8ヵ月のlJ!.

:ff，愁訴はない(図 1，2). 

症例 2.16歳，男

主訴は::(-;小指の!彰降と変形である 3年TiIi某医で骨軟

竹脈の診断で慣11¥巴，'11・移他を受けたが， まもなく再発

し，次第に発育異常を作って斜指症をも呈し，2年前当
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る外傷性関節症ではなく， fti'i'J竹睡も1*1節低状に凶与し

た可能性がある(図 5). 

症例 5.21歳，男 Muffucci症候治.

10年!弘主証拠，介移植，再発するも放iι 切断緋Jが適

応となるまで進行していた. 事IJ因子体I時JtJJIこも問題が

残る.

まとめ

JIi!Jよ 10年r;JJに教室で手術を行った手の脹滅症例の概

附と，興味ある症例を示した.f造性眠妨では手の機能，

~r~'ðを号!叡すること，術後の おllow-up を厳重にし，

jI}発を早期に発凡し，小病巣のうちに治療に務めるべき

である.

当科における手，前腕部腫蕩症例の検討

Analysis of tumors of the hand and foreal'm 

値上 j克人

九鬼山(j-

嶋良示

~ô ~L 賢秀

1973年から 1982年まで 10年!日lに，不l政山県立医大

盤形外科において手術的に加療し，組織学的診断が確定

した手，前腕部の骨 ・ 軟部臨錫および腫jLi性j~.也、を検.:-t

したので報告する.

症例数は 59仰1.骨に発生したもの 25{YI]，秋，.mに発 ~I ー

したもの 34例であった. なお， '1次郎発生のプJングリオ

ンは除外した 骨腫蕩 25例は(ぷ 1)，4 i，永から 79政

で， 10歳代がもっとも多く 7例であり， VJ v'l}IJはVJ14 

例， 女 11例であった. i);診 11、?の 1 訴の I)~ 岩手は，病的竹

折を起して来院したもの 9例， lI， nlll~ . _;i[形をE訴えるもの

10例， 軽度ではあるが1名前jのあ ったもの 71YI1. 他の部

位のX線蹴影により発凡されたもの 3Wllである. j冬!i'(j，

腫脹に気づいてから来院するまでのJW聞は長いもので 3

年，大半が 1 ~ 2 ヵ月であ っ た.

秋什性肺泌がも っとも多く 18例72%であり，全国骨

版協な録-'fiJ<')でも 1980ijまでの 9年I:¥jに1l録され

た手の'1次1']'1'1竹腕械の頻度は 89.7%を占め， われわれ

の調査でもT'，'ffIだけでみると 20 例中 17 例 (85%) が~

'，'J性'H腕協であり，一致したれli!誌を得ている Enchon-

droma 14 WI]は企例が手部に起り，中子'11'5 (日11. i.l;節'II

9例，末節'1']'1例と，中手骨，i.l;節'目に多く， 1'1'節f]'発

Key words: tumor， hand， nail graft 

キ S.Danjoh， Y. Shima (教授)，M. Harada， T. Enomoto， 

Y. Kuki， K. Terao， S. Kawahara， r-1. Shima :和歌山県

立医科大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Wakayama 
i'"redical Collcge， Wakayama) 
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生例はなかった.多発例は 1例あったが，同一指の'1'手

竹，基節竹と子部のみの発生で， Ollier病 Maffucci

症候併に該当するものはみられなかった 全例に掻艇，

"'J'砂f1([を行い，最長 10年， 最短 5ヵ月の経過ではI'j発

WIJはない(区11). 

!I次部Ilill湯(表 1)は， hemangioma 7例，胤叩I'jlll*の

giant cell tumor 4例， epidermal cyst 61'71]， malignant 

melanoma 3例， neurilemmoma 3例などが主なもので

あるが，諸家の報告に比較的多くみられる glomusIIill必

の経験はない

Hemangiomaは 7例ともっとも多く， 年齢は 2i，おか

ら39歳にみられ， 子部に発生したもの 4例は 2成 7

歳， 10歳 25歳と liiil腕部に発生するものより若年胞に

みられる傾向がある 血管腫は先天的過誤腫と考えられ

ており，子部では淡肘型が多く， )J<:下に股焔 ・腫脹が認

められやすく， liij)!lili'侃のものは派!国型が多く，筋悶，筋

肉 j)~に存在し，ぷ|削から認めにくいためではないかと考

える

Epidermal cyst 6例は 10歳から 63歳にみられ，すべ

て:'?Mに存イ1:し，全例なんらかの外傷の既往があること

は，外{らによる」毛皮炭素迷入説が支持されるようである.

)附HJ山来の giantcell tumorは4例，男 1仰I].!l:3例，

企例利き手の学:~!11に発生していることをみると，発生凶

チに機械的刺激，外傷が関与していることが示唆される.

症例

症例 1.43政，男t:k夫



当利における手，前腕部腫蕩症例 1827 

表 1

a.什』重傷の種類と例数

enchondroma 

osleochondroma 

chondromyxoid fibroma 

benign oslcoblasloma 

oslosarcoma 

ワイ示腕1 d 

l 州 I I 附 6%)

I ~ 例 1 伊例IJ ' 沢
1例 1(4%旨)

1例 ，1( 4%広ω) 

1例 1(4%) 

lignant heamangiocnclo-
thelloma1例 I1( 4%) 

giant ccll tumor 

metaslasis of adcnocarci-
noma 

b.軟;刊l腫錫の鋭J1iと例l数

hemangioma 

A-V shunt 

2例 I2( 8%) 

1 f9lJ 1例 I2( 8%) 

20例 I 5例 I25例

子|川
4伊l 3例 I7例

1例

giant cell tumor of tenclon shcath 4例 4{列

epiclermal cyst 6例 6例

malignant melanoma 3似l

Juncllon ncvus 1例 1例

lipoma 1例 | 1例l

日broma 2例

xanlhoma l例 1例

ncu ri IcmlTIOnla 3例 1 ~同l 4例

ncurofibroma l例 1 f列

CI目 malofibroma 1例 1 f9lJ 

squamous ccll carcinoma 1例 1 f91J 2例l

29例 5例 34例

1年liijからむがJI1の"，10阪に気づく 修I，fiと迎JIJIJ伽l阪が

起ったため 1973il. 10 J J .:"11"1を受診初診H、ト ホ 示J行法

主j'j部に股IIIてがあり， PIP関節に!lli1.!M庁!と運動制限が認め

られた 基節甘に皮質の非簿化と， 'l'i透必像のため1=.検

をかねて，掻『哩， "・n多布i'(を千Jい hemangioma の診断を

得たが，怒性の可能性ありとのことで切断をすすめるも

辺、者が松任したため，経過観察をあtけていたところ，約

1年後の 1974年 9月に右手線'i'jに'自の自主域， 吸収{象が

起り，掻!随，骨移舶を施行 し， malignant hcmangioenclo-

thelioma と組織診断が得られ，術後 5，000rad のコバ

ノレト械訟を施行 組織像では，不規則に吻合する血管内

陸の形成と ，~N型性， 多型性を/J、す内皮細胞がみられる

。 軟骨性 。.，蹴同ndroma
@間hondr加噛 .

ch叩 dromyxOfdfibrα-n. 

。骨 4全 国 内gnoste州 側 抑8

。sleosarcα-n.

ム保管性 mahg間同 地 amangloend。柄引例a

X その他 glantce!l tumぴ

代、etastaslS

図 l

図 2.

(図 2) 以後 50年 1月11サ，'i-im，Jr:鎖'IL 1977年)]大腿

刊に病的骨折， 同年 10JJ.:iJi益'ILJJi五へも転移し， コバ

ノレ卜療法，人工'1']'.:iJii在換術を受ける 1978 iド3JJ!:iH

1向椛，第 3腰椎に転移し， ti'P， 8， 9，胸+iliの杭弓切除，

後プJ凶定術を受けるも ，対麻焼となり!JUIにいたってい

る.各病巣は活動性なく， X線学的にもjifi行はみられて

し、ない 本症例は放射線療法を中心に}JIII;';tし，1'}々の転

移は認めるもののJJrli転移はみられず，初発以来 10ilユを

経過している.

Malignan t hcmangioendotheliomaは骨原発性悪性腫

坊の O.l~l% といわれるまれな疾患であり ， 男性に多

く， 30 hi立代以後によくみられるという Srinivasan2
)は
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図 3.

89例を集計し solitary lcsion 57例， 70%， multirocal 

Jesion 32例 30%，部位は作村上， 下肢骨に多く， :t旨骨

手恨'，!l'に発'1:，したものは 5例， 6%と頻度はとくに少な

いと1qtf1している Garcia-Moralめは広範切除，切 ・離

断がすすめ られるが， 5 年生存率は 19~36% であると

している.

症例 2.2 il丸女.

左示指爪i:alに 1歳ごろから11白紫色の色素沈着が出現

し， 次第にWI大傾向にあるため広li可科受診し， junction 

nevus と診断され， 爪のおillを11的に当科に来日介され

る 左示指爪中央部に暗紫色の色素沈着があるが， I剖市

なく全身状態もJ't.'i ; ~'はなかった.爪床，爪母を含めて色

kiちtl.iftlを'同')，]，:'1'1のl直上まで奴除し).忌外果からの舶皮

j十を lie-over 法に同定した 3週間後に示指末節"1上

に|対応組織を残すように舶皮部分を切除し，第 4 足~I I か

ら爪):J. 爪TIくを含めて爪を採取し， 示指の爪の部分に

lie-over法で固定した.術後 1ヵ月にて，爪はよく J1・w
している 斉藤ら4)は爪床が表皮とよく似た桃巡をして

いるため，外傷時の爪床欠損に)üd からの爪w移~(lを 11

L、以結果を得たと報科している.われわれは爪付も合め

て移航したのであるが，術後 2ilてのmイ1:，j行尖部分は長

駒h方向に成長するも のの，移抗(1した爪の大きさは).ullの

それとあまり変化なく，長軸方I"Jへの生長が不足してお

り，将来爪床移植を追加すべきかと与えている.

以上， 当科にて過よ 10年間に加l放した手， 自ij腕の腫

協について検討を行い， まれと足1われる maJignant

hemangioendothelioma 例と幼児に施行した爪移植につ

いて定例を供覧した.
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浅指屈筋腿に発生した!健内血管腫の1例

Intratendinous haemangioma of Aexor digitorum supcr日cialis; a case report 

杉 本 良洋 八木了

腿組織から発生した血管腫はきわめて少ない.MI!およ

び腿輸のIf[[1汗脈について， いくつか報告日〉されている

が，それらの症例の中には，腿聞に発/ドした腕療が，発

育経過中二次|切に!陪組織に浸潤したと考えられるもの

や， 11車協が)院を合めて広範聞に存在するため，初発部(す

が不明なものなどが含まれている.われわれは腿実質|人l

に|浪局した1(1[竹脈を経験したので報告する.

症 例 31i;&'，女¥工員.

主 訴 :;;{ï~1:I行修痛およびイI!I展制限.

家族歴・既往歴:特記すべきことなし

現病歴 1982 ir. 10月 12日より誘因なし ;;(i球指を仲

良するさい，手~?vこ修痛が出現するために，十分な環指

の仲良動作ができなくなった.痛みのために堅い物を手

当主で掠ることもできなくなった. n発痛はなかったが，

手作業での修焔が強いため， 就%が|村;UEとなり， 同年

10月 2911，当科を受診した

初診時所見 視診 tは手に腫!阪や色調の異常はなかっ

たが，苅1:1行 M P関節'デ;f)[IJのやや中料。!IJで，政指の府Iftl，

仲展運動に作って長取Ir方向に移動する長筏約 1.5 cm， 

横筏約 0.5cmの紡鋳形の脹癒を触知した この腕摘

は，型li性使で圧痛を有するが，明らかな波動性や放f刷所

はなく，知党附害も認めなかった. !則的可動域は， i'liTj}J 

的に MPI民JiYr'iで約 20
0

のfl!1展制限がみられた. 他動的

にはほぼ00
までのイ1!1展が可能であったが， このとき，

MP閃節竿似IJに激Jlriを生じた.

X紛l像で'l'J・秋部に異常はなく，血液， };j(検在でも異

常は認、めなかった.梅毒血清反応、は陰性であ った

以上の所見より広i指のパネ指あるいは血nm'にできたカ

ングリオンを疑った 消炎鎮焔剤の投与を試みたが，症

状の改汗は得られず，患者自身早期の就労復射を希望し

Key words: hand， tendon， haemangioma 

* Y. Sugimoto (医長)， R. Yagi (医長) 厚生連新111]"病院整形

外科(@;381-24長野県上水内郡信州新111[:Dept. of Orthop 

Surg.， Kohseiren Shinmachi Hospital， Nagano): Y. 

Nakalsuchi 信州大学整形外科 M.Nakano (助教綬):同

大学第寸丙理学

中土幸男 lド里子雅行本

たため，同年 11刀 16日手術を施行した

手術所見 (図 1) : Xyloca i ne による静脈|付 Uil~l麻昨

下で，手掌部 zlg四 g切開にて剣を展開した 淡桁!肝i筋

鍵は靭帯性腿粁jの人111布よりやや中似似IJで紡銚状に脆大

していた.この部分の!腿線維が縦に:1:'1裂し，内部に附赤

色の組織が認められた.周閉の作111莫性監nf~lは1手脈状で，

黄色味を部びていた.深J行屈筋腿には著しい変化は託、め

なかった B目指の fiJl}.民により，この病変部が籾情性腿.y~j

の入口部で絞犯される所見が観察された 病変部を合め

て浅指屈筋腿!を約 3.5cm切除した. 1).除標本の;lflJiliiで

は，血液を合むl倍赤色の組織塊が腿紛!affを.j1j1し分けるよ

うにして存在していた〔図2)"

病理組織学的所見 (図 3，4) :艇の中の腕協は血液に

富む結合織i'4:l1南協で，周UM腿j組織とは不規則に移行が認

められ，境界不明|僚の部がある.組織学的に， 1相支制胞

のj哲生からなるも調11管性の血管腫で，間'l'If主主に紘*11か

らなり，周細胞のJfl生や炎症性細胞の浸/1'.[1はみられなか

った.周辺部には~I\血巣やへそジデリン色素がよ包められ，

反復するlおIfJ[があったことを示す.腫蕩の中心部は，広

範な炭死変性巣があり，海新1状にな った模死H¥I'l'lの腕凶

に変性，萎縮した内政細胞が認められた

術後経過 ・手術 1((後より環mの完全 n動fiJ lil~が可能と

図 1.術 中 所 見

浅指屈筋)~の昨裂したMI!線維のあいだにJ1l'i赤色の
組織が認められる
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図 2.{jJ除標本の宍IJr(II

血~組織' 1'央に陪赤色の腫4扇風が rT-.fE し ， 腿線維は
|て下に}Iなl!されている.

図 3.毛細管性1(ll管胞の弱払大

|下にIIl1!組織があり，そのあいだのIFI)j必が認めら

れる.布 卜}jで腫蕩と!淀川質の移行がみられる 服

械は一見結合織性であるが，多数の調l附!が認められ

る • ti'.方は海綿状の綾死部 (HE染色 10倍)

図 4.毛細管性1(11管腫の主広大

I).，j皮細胞の桶ノ色からなる Ifrl管隆三，Htl'l'Iは線維組

織. 周細胞の網ノ1:.や炎症性調nl泡浸潤はみられない

(HE染色 260倍).

く，反復して起った出1f11，血栓形成および災11'1)状変化な

どにより， IH!錫は徐々に削大したも のと考えられる. IFf; 

jおの別大はl民!の腫大を意味し，術中所λでもみられたご

とく，指令IIJ長時に腫大した病巣が籾仰性血tlM'jで圧迫を受

けたことが1的所の主たる原因で，これに腿m炎の前状が

加味されたものと考えられる.

一般にVLI岐におけるJ(llr:'IJiliの診断は， ，む!伎のや 1'.，下

ls.に伴うHu必の大きさの変化や， 11'0似のコ('lÏiyii企 I (l l~nii'{i

の触角lによってなされ，単純X線像での艇場1)、J*-iiイiの証

明やIfrl'11造影での造影剤lの不mWJなl]>IlJJ.a1村停Wli'象を認め

れば，診断はさらに確実なものになる しかし本症例l

のように，腿内締または腿鞠にIq~)"l し比較的IWJi.áが小

なり ，術後 6ヵ月を経過した現存， j行の運動;I;IJI浪はな さい場介は，術1iIi診断はきわめてむずかしい S庇別を要

く，原職にW~lr~ している.腕協の I't発兆候も認めない する政，也としては，j/ングリオンや黄色腕， )Jl11めH'f;およ

考 案 び線*，U'iEIiなどのほか，種々の炎症性病変も鐙j)ljすべき対

Goiclanich ら 6) はI(l l~111市とそれに l民m した l (l l '11 ll与変 象となろう.

を，その木質と外観から次の四つのぬ叫に分史(iした.す 診断， 治療に吋たって，当初はガングリオンあるいは

なわち，1 )血管性過誤服， 2) しばしばJlfl竹i'j: .ìJi.I，1~' [JJiOを ノ〈ネJ行を疑って， 脈揚の穿刺あるいは広トー血m'I!;I)IJMなど

fドった動的脈性またはi'(fl)派性の先Ai'l:Jfrl'狩奇形， 3) lfIl も ~1益した. しかし，穿点IJによる監t損傷の危険性やI'tfC

竹性過~~腕に類似した後天性の Ifr l 1~'鋭、張病変 ， 4) 1fll管 の可能性を事正l起して， 早期に手術的治療を行った.も

i' l 脈~/L である 本症例は， IIIJJ11!組織学的所比から分類 し， 11軍政{の亦中IJを行っていれば，多量:の:U1fllにJJI1えて，

1 )に合まれるものと考える. 脈痛の融n組織外&:IJllIの可能性を柏木ーさせていたであろ

Burmanらわによると ， Ifrl~~'IJiHは通首長いWJ間無痛 う.また， )土 FIIl1!'lirl-j;!JlJfJに成功したとしても，症状の寛

性であり ，腫協の明大に伴って1例市がH:¥!見すると述べて 解は-11、千的なものであって，腫錫の別大をれすことにな

いる Weilりは， 血管腫におけるl?:f痛の原附は，神経の っていたと思われる. 1ffl管隠は組織さ学的に良性であ って

圧迫によるものではなく ，Jfrl竹脆内部にできる結石様擬 も ，脈紘一の発脊状況によっては11tmな機能障干I~を残す場

結物によると述ベている 木症例lの場介， 1(ll'11腫が腿の 合も少なくない.木症例は腫蕩発作部位の村殊な条件に

|人l部に存存していたため， その発育速度には;I;IJ約があっ より ，症状:IWi.が平く，早期の手術的治療により好結果

たと考えられる. しかし この組織像でみられるごと が得られたものと考えられる.
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保存fドJ治療を行った血管服による乳児の巨桁痕の10午後の所見
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保存的治療を行った血管腫に よる

乳児の|三指症の 10年後の所見

A case of macrodactyly due to hcmangioma (follow 

up study from 3 months to 10 years) 

上司i 弘

前包 里子 悠了ー

黒柱

出行イ吉幸

筆者らはJ(Jl ~11Fn (AV  fistula)によるπ指症を呈した

乳児の:;(i手第 4J行に対して圧迫包有;を加え， 10年間経

過観察した症例lを414fつした 初診/l.'iの件後 3ヵ月のl時点

では忠桁は訴しく IH!大して指全体が激しいj(llIVJを伴って

いたが， 6 t.設ごろからj心J行の退紛が 11u:ってきて， 10 {I 

後の 10歳 7ヵ刀の1I.'f/，(て、はいっそう泌総し，長さ的には

ほぼ正常に近づくれつ!ぷとなった.そこで今[1'1は，この臨

体経過を踏まえて 1(11竹II'Hによる6t日j"に対するFF.;IU療法

の立J宝について Ili15燃してみたい.

症 例 10歳 7ヵ}]， 1;.:. 

主1)診時年齢 3ヵ刀 ， 1 (大な:;(iW4t行をてi二訴として;K

院.家族MIこ特記すべき白|ト引を認めない，既往/wに LCC，

臥作へノレニアを認める

病 歴 ・生下時より:;(i;:(¥ " J行のIH!大を認める.'1:.後 3

ヵ)JのHわ，'.i.で初診 以来，rr.iQ包，111位;を施行.約 10"1 

間経過を観祭した 3}~ 6ヵ刀ごろから忠指の脈大が縮

小傾向を示し， 10 成時には大きさはす円 I-Iftつが， ほ

ぼ世i!?川行と I'IJじ長さになりj'Jj臥機能もほぼ正常に稲作さ

れている.

臨床診断 ::;(iW 4 J行動的脈地

Key words: hemangioma， macrodactyly 

* H. Kamiishi (助教綬)， N， Kurozumi (講師)，R. Utsugi， 

N. Isogai， Y. Takino 近畿大学形成外科 (Dept.of Plast 

& Reconstr. Surg.， School of Medcine， Kinki Cniversity， 

Osaka); N. Shioya (教綬)， J¥lI. Ito (1功倣綬)， K. Torigai 

(講師〉・北里大学形成外科.

む
J
J 宇津木龍一

伊藤]f!iiJ'iJ 

磯 貝 典 孝

，fb飼勝 :U*

考察

一般に小児における J(ll~~;脈の病型は多彩てーあり ， 手指

においても分類， 診断に民 jif首のあるところであるい3)

このことが幼児期における 1(11管腕の治療を|本側iにしてい

る一同ともなっている. したがってそこにU1'T(tJ治療の

余地が残されていることになる.

手術の1(11管腫揚のうち思i'l・II'HWjを除けば， 1 ij行症を日

するものとしては AV fislula， capaillary hcmangioma 

図 1 米院11、'f(ノ主後 3ヵ月)

初診時，'1後 1ヵ月 ，第4tnの限大

があり，基iIJJ竹，'1'節'，i.，末節什のわ

ずかな増大を認める
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図 2.3歳 6ヵ刀

第 4十円の腫脹は軽減し， J，q:i百 'r~

1支!内1MにIr:迫包帯による絞似ド|ーの

陥川をILEめ，基節骨にもそのtU?叫
がみられる.

(venous henlangiolna， cirsoid ancurysln， 

moseをJTむ)などがあるわ. '+:1主WIHiAV fistulaによ

るものである.手指における動I'i'MV民地の治療法には包fi;

による，f-，'i}.:!，(rJ方法，切除とれi'U文(分た'1001支，全府jl(U火，

有;l(，:jj([)主，遊雌皮弁〕などがあるが，いずれも切l徐部末

ff'iの1(1l1Jをいかに温存ーするかのn:!題がありわ， 手術は一

般にきわめてむずかしい.木症例でも病変部は MP以1

IlIjの近位からあり， m全体に1えんでいたために適切な手

術方法を見出しえなかった

過去 10年間にわれわれの抜った手折のlfrl竹IFHは 10例

で，その内訳はり)21"" [;:8 名であり，ゴド齢は 5~36 歳

までであった.このうちIi指定を呈したものは 5{J1jであ

り， AV  fistulaによるものが 3例であった

本例では忠J行が併しく IJ南大して11'1切りをfr:い，J支!宵も:ji

薄化した部分があり，わずかの外傷て、も多:IiT出血の危険

性を有し， 5成H年までに 2回の偶発的II:UIIを認めている

が，その後は脈!日くの軽減とともに出血の傾向は認めなか

った。圧迫包川法は， 1)外傷からの保護， 2)手術ま

での忠子の発行を待てる， 3)治療効果への期待などが

もてるが，欠).1λ として， 1) 1~':IW、がl面倒， 2)家族の

協力， 3)偶発的出血(手術をしてしまわないために)，

などがある. しかし近年，包'I11材の品質が向上したた

めに以前に比較してずっと1刻印になっている. 包fHブJi.t

図 3.6歳 7ヵ月

忠手の発育のパランスが認めら

れる 第4m節骨には骨髄腔の狭

小化， )ri皮質の肥厚など圧迫包帯

(包帯結然部による変化と忠われ

る)所見が認められる.

はまず部力包fi;，で忠肢がはいりうる ji'l"l~を作製し，これ

をかぶせ，その上を伸縮包帯 C5lil力包千!?よりも薄くて軟

らかいもの〕にて包帯するものである.

本症例では辺、指は生下時から手1明に1重大しており組織

像は過i1m南的性絡のもので，イ チコ状血管騒の臨床経過

とはまったく異なっていた.居、mを合む右手の発育は 6

絞ごろになってバランスが同復し， 10歳 7ヵ月の日、日、l

では)J!.j行はほぼ正常の長さに等しくなった.おそらく，

圧迫包引による患指の血流制限が，その後の忠目立の発育

過剰を抑制lし，このあいだに健常指の発育が追いついた

ものと忠われる.

このことから， AV 日stula による日指痕の子術時期

は 7，8歳時以後がよいかと思われた.

血管腫による巨m症に対して圧迫包'it'iLは体iliii.術後

を通して有要なものと忠われる.

文献
1) Mulliken， J.s.， Glowacki， J.: Plast. Reconstr. Surg. 

69: 412， 1982 
2) Stephen， G. E. et .1.: Reconstructive Plastic Sur-

gery， 2 nd Ed. Vol. 6， Saunders， Philadelphia， p. 

3482， 1977 

3)吉津孝衛ほか:整形外科 26・1418，1975. 
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V on Recklingha usen病手の再建における一考察

A case of pachydermatocele of the hand 

平 111信 夫

高橋博和

石田寛友

楠見 彰

菅谷良夫

金子裕一本

Von Recklinghausen 柄の外科的治療の対象は神経線

*，H眠および pachydermatoceleであるが，後者は血管に

'，Jみ手術fI;'fに大量出血をきたし， it>i後のI'}発が比較的多

いといわれている 1) われわれは手に高度の機能障害を

作った pachydermatoccleの症例に下術を行い，整年平的

にも機能的にも消)).Lのゆく結果を得ることができたので

考察を加えて報告する

Key words: von Recklinghansen， pachydermatocele， 
hand 

* N. Hirayama， H. Ishida (助教筏)， Y. Sugaya， H. 

Takahashi， A. Kusumi， Y. Kaneko・聖7 リアンナ医科大学

形成外科 (Depl.of Plasl. & Reconstr. Surg.， School of 
l¥1edicine， SI.ゐIariannaUniversity， Kawasaki) 

図 1.

症例.36 i歳，yi工場政督.

主訴:右手の眼必および機能障害

現病歴:生下H寺より全身に caf，とaulait斑あり，右母

指， ïJ~ Hf， 手等:部に色素沈着を伴った波動性のI支l内服務

に気づいていたが放置していたところ，年齢とともにJ科

大し仕 'J~用の軍手の装おが不能となった.機能的にもつ

まみ動作にさいし容易に母指 MP関節が脱臼し， IP関

節の自動伸展が不可能なため，作業時には布母指はほと

んど使用できなかった.

既往歴:特おすべきことなし.

家族歴:父籾および兄弟 4人1'1'12人が vonReckling-

hausen病と診断されている.
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入院時所見 :全身に caf，とaulait斑およびtil'f.'f:線維腫

が散存し， ~Î手にはj;JJ行球からnt同行尖郊にかけて 12 x 

13 cm の半球状の色素沈着を伴った腫湯を認めた(図 1

左上 n 母mMP関節は随，U.，不随意に!日n，し IP関

i1ilの(1動伸展は不可能であったが，他動的に IP関節を

付1展させるとその位置を保持することは可能であった.

検査所見 J血液検査，尿検11'. ECGなどにJA47ifは認

めなかった.

X線所見 f;H行MP関節の脱臼，母mCM I)I，!節のTIE

l悦臼を認め，瓜l竹造影ではNj行球部は巨大な11fl管の網状

構造て、占められ，中手骨.t行竹にも伝食がみられた(~

l右).

図 3.

治療 :初回手術は 1979年 9Jl 10日.

Air tourniquet下に母指指腹部の皮!内を温存し，それ

以外の師蕩を可及的に切除 した ほ指 MP関節のPij定，

CMt刻節の一時間定を行い，母指球筋はほとんど認めら

れなかったため第 4浅指屈筋腿移行術による似指対立な

らびに IP関節仲展機構の再建を行った 腹壁有茎皮介

による被覆に先き立ち alrtourmquetを解除したとこ

ろ，残存腫場は急速に膨大しl瞬時に 900mlに及ふ::L:瓜l

があり airtourniquetのjlJ1m圧により 11二血を行いすう

じてj}1!面を)虫色町I茎広弁で被うことができた(図 2Jつ.
術中の総出血i誌は 1，250mlでi士¥.I(ll点に対する止.I(rlは不

可能であったため圧迫包，mによる止Jfrlをはかった. しか

しこの手術による外凡上の改善は待られなかった.

第 21'"手術は 1980"f. 1月23日.1i茎抗u皮部分が軟ら

かくなったので第 l指IUj部に Z形成l~iを施行し，同時に

余乗1!IAh可の切除を行ったが，予期したほどの改善は得ら

れなかった(図 2中).

第 3凹手術は 1981年 2月9日. 1i茎値皮部分が軟

らかくなるのを待ち， 再度有茎MIA部を全周て、反除し

sliding 1.tにより第 1指間腔の深化をはかり ，生じた創

l而に全附倣皮を行 った このさいにも腹筋組織の切除は
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まったく行っていない(図 2下)

術後経過 :最終手術は 2年 3ヵ月経過しているが，残

存陸揚の用大傾向はま ったく認められず機能的にも把持

機能，つまみ機能， 11' 1央j節仲良機能などにも ;v，:1j)Jな改

汗が得られ，有茎ffi'()え;';j)はきわめて軟らかくつまみあげ

られるほどであり，近11'1'にl呼手術を子定している(図 3

上下).

考 察

Von Recl i暗hauscn 病は多発する ~I'*干千射性腫と caf，と

au !ait斑と呼ばれる大 Reck!inghauscn斑および小 Rc-

cklinghausen 斑を主徴とする遺伝性疾}，心わであるが，

このほかに骨変化として (1推~lIJ ~，四日立の変化，阪変化

として虹彩結節， I脳脊髄脈泌として恥!神経IJ南蕩や脊髄の

l市場による圧迫症状などを伴うことがある

神経一線維腫のrl'で末梢神経要点， Ranken nerneuroma， 

mclanocyteなどをイ、ドってl白羽(iしたものを pachyderma-

tocele といい，顔ITIiとくに|恨険郎に好発し叫，本症のよ

うに手に発生した症例lは去わめてまれで，調*できた術

開l付の報告て‘はfu一枚はみあたらない日) また， 本症で

は術後の再発が比'1攻的多いとされているがわれわれの症

例では現有までのとこ ろfJ}発傾向は1認められず，かえっ

て眠妨の縮小傾向を認めるーこれは 2阿の皮!内全)刊のI;1J

除と縫縮したことにより，残存腫蕩にたえず圧迫力が加

わっていたためで、ないかと推察される このことは手指

なと'の海紛状.ulllJ'f腫にも定1常的な圧迫をJ)I比統ければ;)1・

00.¥ 1(11 [ド]にある利伎の効果がWJ作できる可能1'1:を示唆して

いると思オっれる。

まとめ

われわれは手に発生した pachydermatoceleに対して

手術を行い，機能的にも整作的にも良好なれ11栄が得られ

たのでAS'd毛を加えて発ぶした

なお， 本症は形成外科 26どき 2り9)に掲載されている

がその後 l年以上の経過をみ，さらに陸揚の前ii小とそれ

に伴う被1U'1.x府の軟化をきたしていることを確認したの

であらためてここに発火した.
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Pacinian hyperplasiaの 2症例

Pacinian hyperplasia; a report of two cases 

安永博

茂松茂人

阿 部 宗 昭

小町村敏信

池田克己

荻原ー姉*

Pacini小体は四肢末梢，とくに手学および指の学側兵

皮下脂肪織内にみられる米粒状の知覚受容総であるが，

その形成異常はきわめてまれであり ，1956年 Patterson 1) 

がはじめて記載して以来， 今日まで 15例の幸Hiltをみる

Key words: pacinian corpuscle， pacinian hyp引 plasia，
painfu! lesion 

本 H.Yasunaga， M.八bc(助教授)， K. 1 kcda， S. Shigematsu， 

T. Onomura (教授〕 。大阪医科大学整形外科 (Dcpt. of 

Orthop. Surg.， Osaka九!edica!Collegc， Takatsuki); K 

Ogihal'a (院j毛〕 荻原幣形外科病院.

にすぎない

筆者らは最近 Pacini小体の過形成を認めた 2例を経

験したのて‘文献的考察を加えて報告する

症例 1.72政，男.

主訴 :左母指の疹痛

現病歴 :1981年 12月ごろより， 誘因と忠われるもの

なく左母折の指腹部に発作性の激痛が生じるようにな

り， 1982年 4月に当科を受診 した

既往歴 ・家族歴 :特記すべきことなし

職業歴 55歳まで溶接工，以後無職
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初診時所見:g町長，熱感などは認められず，運動，知

覚も正常であったが，指腹郊に米粒大のIWiftlがわずかに

触女11され，軽く接触するだけでMび上るほどの激痛を訴

えた Lovcの pmtestは似性であり ，ilut冷変化による

必IIIi誘発試験は陰性であった.

外来通院にて経過観察するも改持 なく， 同年 6JJに

gIomus 1I市必などを疑い子体Iを行一った

手術所見 圧痛点を中心に，皮下のがj1 cm にわたる

範凶に長さ 1~3 mm .r，¥度の Pacini 小u:が多数集Z'fし

ているのがみられ(図 1a)，合計 55仏'H尚11:した.さら

に同じ術!L'fのやや深部にf((径約 3mmの glomus眠妨

を 1伺認めたので摘IUした 術後， 佐川Iは完全にili失

した

病理組織所見:摘出した Pacini 小体は正常の照構造

を '，iし，その近傍には小血管が認められた(閃 1b) 

症例 2. 41歳，主婦

主 訴.右示指の腫脹および必州

現病歴 :1981年12月ごろより，誘因と思われるものな

く治不18'基節部に腫脹と軽度の迎動H年痛が'1一じるように

なった 5ヵ所の医療機関で MP 1)[1節目~\の同所注射な

どの治療を受けたが寛解せず， 1982年 6月ぜl科を受診

した

既往歴・家族歴:特記すべきことなし

初診時所見および経過::;(_j ン'J~指基ûí'j i'mの腿11長と MP

|刻節部にf((径約 1cmの発赤した殴!阪がみられ， 1司部に

圧痛を認めた. 血液検査では CRP1+，血沈 1時間他

28mm， 211年間値 58mmなどの炎ffEを示唆する所凡が

得られたため，化膿性病変を疑L、j/LノI.fillの投与を行っ

た しかし症状は寛解，WI悪を縦り返し， 4ヵJI後に

は元の{立れからやや尺自!;I寄りの第 2および第 3 MP関

節間部に小さな痩孔が生じた x線検1Eでは手術付，胸

部とも ;N~;;~'はみられなかった 。

手術所見 :同年 10月に手術を行った.波孔は不桁 MP

関fi~j i-~ßhT!筋出t阪i汗<fìに通じ， この部位に限局した ;t1.初色の

肉:!-i組織が認められた.これを切除すると， tJ、'l'jl1へ走

行する川行指神経)lD聞に多数の Pacini小体がブドウ房

様に集合しているのが観察された(図 2a) 介計 41倒

の Pacini小体を摘出した.

病理組織所見 ・正常の層構造を有する Pacini小体の

集介であった(閃 2b) 肉芽組織には中心性壊死，

Langhans型打細胞，類上皮細胞などが認められ，紡核

と診断された.ツ反応、は術後に行ったが疑似性であった.

考 察

Pacini 小体は 1741年 Vatcrにより発見され， 1835 

年 Pacini により層構造が明らかにされた知覚受待旅の

一つである その微細構造は神経周膜から分化 した結介

織線維からなる被膜部および外球部と， rufi革il'jを失った

group A-戸線維をとり囲む δchwann 細胞府からなる

内球部の作lM板が同心円状に配列したものである さら

に Pacini小体には比較的大きな終末動脈が進入してお

り，その愉IIir'rM派は glomerulararteriovenous anaslomo-

SIS，すなわち glomuscutaneum とえli紡している この

ような桃浴をもとに，Pacini 小体は quicklyadapting 

mechanorcceptor として振動を知1:1'i:受容するほかに，

A V anastomosisにおける血流量，血圧の変動が的脈

を介して Pacini小体内球部の receptorに伝述され，血

圧， {..j，:II"LJ支!内循環などの調節を行うといわれる gIomus

cutanCl1lTI とともに同所的な血流量を調節する機能をも

品 市下、c;.'j-:ar;、し

a. 手術所見で， 1文"可抗日こ集欲した Pacini小体 b. 組織所見で， j尚LUした Pacini 小体は正常の

を不す 『守備造を呈し，近傍には小lf[l*がみられる(鍛銀

染色 20倍).

図 1.i定例 l
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a. 手術所見で，示J行尺官[11.中指機倶ijの折神経に沿 b. 組織所見で， 正常層勝造を!止す Pacini小体の集

い， Pacini小体のブドウ様集合(矢印A，B)と 合(鍍銀染色 10倍〕

1<111経上膜下に1個の大きな Pacini 小体(矢印C)

が観察される.

33 

問 8 Zwei 54 

42 

66 

1974 I Sandzen 59 

21 

1975 I Rhode 44 

17 

1977 I Kojima 50 

1978 I Schuler 47 

55 

36 
1979 Tsuchida 

1980 i Gama 
35 

23 

1982 I Greider 69 

間 Iy… ga 72 

図 2.症例 2

表 1. Summary of reported cases 

slte lhM lCM… of trauma I by Rhode remarks 

F comptomet目 Ithumb pul 
operator I rnumo pUlp type B 

M wood叫 er 1 叫 1(111M町〉 + type A 

F nurse I l-palm (111 M町〉 + type A 

F housewife r-index白nger ー一本 type B & D 

F i 
1
I川 V-VM引 十 type B 

M
1 

r-long finger type B 

la-npd almhy(p ILIII M町 t&ypC e A，B I M I I and hvpothener + 
regio吋 |

~ I …吋 | 山b州
k h d ra-nPG?lm(IV-V MR} j 十 type B 1gtilloe ml us tumor in F l ltc en mal llttle anger ittle五nger

F housewife l-index finger pulp type B 

!M l l-little自nger + type B 

llMp町al〉m 山 type B 

F 
; r-thumb (I町〉 + type B 

r-palm(1V-VM町〉 十 type B 

r-index白nger
十 type B 

glomus tumor at the 
M 

I pulp same slte 

M none tvoe B glomus tumor at the 
ype D same si te 

rM-p町al〕m(II-II I 一** &typD e A，B tuberculous lesion at 
the same si te 

* sustai町 da whiplash injury and slight trauma to the right shoulder 

** injection of the flexor tendon sheath 

ムム J 
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_A_三
N 

一~
A 

へも
c ーィ笠芝一

一乏込
一六専γ一

図 3. Rhodeの分m
N は正常， A (1 1fl̂jの

大きな Panici 小体が神

経上膜下に存在， 8(111' 

常大の Pacini 小体がプ

トウ様に多数民イ干し，前

神経と細い線紛でA紡，

Cは数個の比較的大きな

Pacini 小体が神経 l二膜下

に連続してtr-在，Dは数

個の Pacini 小体が指神

経に沿って 1 ~ 2 ヵ所に

存在.

のしている幻 Pacini 小}}はこの AV anaslomosisと

のA絡が遮院rrされると新たに形成されるといわれてい

る3)

手における Pacini 小体の形成災 'l;~.は 1 956 年 Pallerson

がはじめて報白したが， 本多I1での 2(9"11を冷め今日まで

15例が鰍行されているにすぎない(火 1). 形成異協を

きたす原閃については，外傷とする，JI.1，，)もみられるが，

筆者らの 2(9"11を含めた 17(71j中ほぼ、r数の 8例では明ら

かな外傷の既往は認められていない。手術所見において

もほとんどの症例で， Pacini 小体形成%'1;~.部には姉!if{や

炎症などの所見はなかったと報fiiされている.しかし

発生郎枕についてみると 5例が折腹部に， 8例が:g:n!IJ

MP以J節1m近くであり， Jifd i'mf立にUf発する傾向がみられ

る.これらの部位は本来 Pacini 小体に日むところでは

あるが，手の!fYJf'lにさいしもっとも刺激の加わる部位で

もあることから，外界からの繰り返す機械的な刺激が異

常形成の安l刈にな っていることは十分に考えられる

一方， glomus lIifi協は今日では其の腕場というより

hyperplasiaまたは hamartoma と理解されている 筆

者らの 1(711のほかに，同一術野あるいは同M手の災ーなる

部{立に glomus1医務を伴った症例が l例ずつ報特;，6) さ

れており， glomus 11m協の発生においても microtraulna

がぶ|刈と与えられていることから，本米諸援な関係をも

っ Pacini小休と glomusc utancum が同時に'J~常な形

態，すなわち hyperplasiaをきたしたことはきわめて興

味派い

Rhodcりは Pacini小体の発生見慣を 4型に分史ii(凶

3) したが，ブドウ燥の過形成をきたすB型がも っとも

多く 15(JIIにみられ(炎 1)，glomus 1匝湯のイj無にかかわ

らずいずれも激州あるいは圧痛を主訴としていた 修捕

の原附としては Hart的 の述べるごとく1'111絞の Implll-

gement が考えられ glomus腫湯を伴った症例では両

者の悲痛が1ft復されたものと思われる 筆者らの第 2例

には RhodcのA~~J も認められた(凶 2 a，矢I'IJC)が，

ほかに 47)1誌のj，(i'!:で WI)阪神経に Pacini 小体のA型形

成異常'をノLじ，}L外側部の知覚障官をきたした 1例を経

験9) している.

手に必!J'riをきたす疾患は多彩であり，診断に難渋する

ことが少なくない Pacini小体の過形成と glomus腫協

は1倒的の性状が似ているため術前に皇制Ijすることは容必

ではないが，これらの疾患と他のi丸山、との鐙別には Love

の pintest， iM冷刺激による修焔誘発試験などが役立つ

ものと忠われる

まとめ

Pacini 小体の過形成を認めた 2症例を報fftした

Pacinian hyperplasia を手の有痛性疾忠の'1'に一つの

enlilyとして加える必要があると考える.
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上肢の軟部腫蕩について

Soft tissue tumors in the upper extremity 

林 一幸

西川洋三

井 j政 1'~I'J 切 l

篠原一仁

藤 内守

森 田 哲 1三

1:11立の軟部IElWJは 卜11立および体幹の軟訓¥ijf[jめに比べ the tcndon sheathがもっとも多く， 次いで子には比較

て，その数は少ないが， 1て肢とくに手はその機能の特殊 的少ないと報fi了されている lipomaが多かった. うち l

ifJoと最近の surgicallcchniqucの向上とともに，手の外 例は lhe ir，liltrating lipoma である Haemangioma

f'1飢城で専門的に治療が行われる傾向がある は 2例と少なく， glomus Il市場は，わす.か l例である(表

目 的 1 ). 

とl政'1次郎隠滅は他郊の'1次部11利払のように種類が多く E診

断，治療に難渋することも多い 今1"1われわれは， _I'.H止

に発生した秋irillHi泌を上 'lIij腕と子の二つに分割し，そ

の発生爪位， iTJi度，種類，予後などを調査した.また症

例l を1:J 7J~ し ， その治療法について述べる .

対象

1970年から 1982年のあいだに"旬、|で F術療法を行っ

たガングリオンを除くヒ肢軟部IWJJ)jについて検討を千Jっ

た.

結 果

上肢軟部腫似の総数は 39例である そのうち上 ・前

腕の陸揚は 19{71J.子の脆鋭は 20t7IJである. Hi生)匝jJ!jは

上 ・前l腕と手では作 14fJUで同数であった. 思i生日lIDは

上肢全体として 11例 (28.2%)，上 ・liij)腕5例，手 6{7IJ 

と I ，I~必に大差はなかった.このうち手における悪性!t次郎

Il市城は 30% で報告例に比して高率である 次に上11支軟

iril腕似の発生組織を調べると， 良性腫坊では血fji:性111ft

jiJ， ~Ii色腫群， miJlJii主眼泌，末約判l'経，線維性などのlI，n
JMが多く，黄色腫訴を除くと一般軟部JD)蕩の発生I1州立と

ほぼ同じであった 一方，悪性|冊減で、は手の皮l向性の眠

妨が多く，他の組織では頻発する傾向は少なかった.

良性l匝坊の積類は， 上 ・而iI腕でFは haemangioma，

lipoma， fibroma， neurinoma などがみられとくにiJiJl1.l:t

の高かった腫湯はなかった 手では， giant cell tumor 01 

Key words: so[t lissue tumor， uppcr exlremity 

* K. Hayashi， T. Ikata (教授)，M. Tounai (講師)，Y 

Nishikawa， K. Shinohara， T. Morita:徳島大学整形外科

(Dept目 o[Orlhop. Surg.， School o[ Medicine， Tokushima 

University， Tokushima) 

表 1.1970'1から 1982年の 13年川に当科で手術

を行った上肢軟部腫湯の種類と症例数

f退 [上，削|

I 3例

、B
ノ品川

一
例

例

-
一

p
h
υ
F
h
υ

〆
t
¥

ふ
l

-
2

ロ
三

仰

伊

i

噌

n
L
F
D

主ii

haemangioma 

giant cell tumor of lhe 
tendon sheath 

。
lipoma 

libroma 

squamous cell carcinoma 

neunno町la

fibrosarcoma 

glomus tumor 

others ;仰l|;111伊l
2例

13例

ふ
l

-
J
W
 

39例

表 2.1970年から 1982.;下の 13年間に当科で手術

を行った上肢悪性軟部腫揚の種煩と症例数

|い rcoma 2例

liposarcoma 1例

上， lIijll宛 Imalignant fibrous histiocytoma 1例

rhabdomyosarcoma l例

計 5例

|叫uamouscell…m 3例

malignant melanoma 1例

子 I Bowen's desease 1i5'1J 

adenoid cystic carcinoma l例

6例

合計 11例
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慈性1車協は 11例中， 上 ・古ij腕に fibrosarcoma 2例，

指に squamouscell carcinoma 3例がみられた以外は 1

例ずつの発生て‘ある(表 2). I'後は 11WIJ'I-'. 現在まで

5例の再発または転移を認め， うち ~I:. ;存は 1 {YiJである

次に t肢' 1次 fiß腫roについて比較的~Ji皮の高かったIFHJ.必

について述べる. Haemangiomaは 5出汐IJ(6部位)で

ある その発生部位は， いずれも liij腕i創立部と手であ

る 多発例は I例である 調 l ~~γ:(1句には，いずれも海till

状l(it作IJiHで再発は 1例である

Giant cell tumor of the tendon sheathは 5症例 (6

郎{立)である.いずれも)1i:MJ!hl艇¥.¥¥ijより発生したもので

ある 発生指は母折 l例，ノ'J;J行I，IJ側イタ111伊11. '1'桁 3例

で，わが国の報告例に比してιI-'J行に多く発ノ|している.

図 1 症例 1 43歳. !J:. 

初J発H年平均年齢告は 51.6成で報告例よりやや市街告である.

性別では 5例'1'3例がk性である.N発は l例である.

')'J.劣化を~した出例は 1 WiJである.

症例 1. 43成. 1;.'. 

誘引なく Lr:'I'1行基節部学:側の11利自に気づく l益法iは哲

次上回大信iJí'J をノJ~すも. j!Ij雨，運動111111伎なく 6年後某E互

にて 11:荷 : l\ i~Íを受ける.術後 2 ヵ月後初発 ì'fH位を中心にí'}

発を認めた X線上軟部腫癒陰影をI認め，基節'rj.学似11に

腫協の長J~JlT:迫によると思われる ' 1=1 佼蝕陥没像を認め

る 手術所比は|医務は屈筋腿艇中rJをとり巻くように，小

指DJi大か ら小豆大の黄色調股jbjで，表面は平計』}である.

胤 Ulj飢餓とは刺lに結合していたが，世~桁との!:iLWは不魚、{

切]て、)則!'ïfll}~ i'(jIiこも脹場を認めた.手術は腫坊を血n.)¥fjとと

/ 

視
可W

-・.
世

もに cnblockとしてj向l-l¥し. p叫leyfF 
製術を行った. 1M後 6ヵ凡 III発を認めな

L、(凶 1). Phalenは本陸揚のII}JCの原

因はl刻!.jirlの不十分な切除をあげている

治療は予の機能の温存も l.n!&iな'&，，{ミであ

るが，それぞれの腫協の生物乍的判徴を

考慮した手術法の選択が必裂である.

症例 2.65歳，女.

1980年 4月， 右上!院内{J111にnmliJi大

の眠術に気づく， 腕前{は急速にWI人ーし

12ヵ月後の初診H、ケ， 脱出，r!は手傘大， ~ß 

性0!で圧痛，肋所熱倍、を伴う Biopsy 

にて malignantfibrous histiocytomaの

診断を得る 手術時所見は陸協は_1::腕二

.uJi筋短頭筋腹中に pseudocapsuleを有し

10x6x5cm 仰性充実性の腫務で，上l腕

原筋腿腿~rl より発ノ 1 :. した gian t ccll tumor.腫場を腿鞘ととも に

摘出する.

二liJl筋，烏口l腕筋を合めた広汎j;lJ除術を

行った.陸湯の割国は黄色司，~，分業状を

1"" 1" 消!日行列寸町 一 一 一 ~

図 2.京例 2

上腕部に発生したI遅刻の '，~III函像



手の軟部腫蕩 1841 

呈す (凶 2) 組織学的に腫揚細胞は比較的多形性に'Iif

み， sloriform pa ltern を示す(凶 3).やM後エントキサ

ン (500mg)，ヒンクリスチン(1.5mg)，アドリアマ イ

シン (400mg)， アクチノマイシンD (0.6 mg)， 帥 Co

!照射 (5，000rad)などを行ったが，術後約 UIーにて局所

再発およびlIr1i転砂が認め られ，多剤化学療法にて経過観

察中である 本症。IJは組織像，陸湯の大きさ ，発育速度，

硬さ，発生部位，深さなどの臨床症状，l(ll~1造影所見な

どにより予後に不安をもたれていた.悪性秋i:ilIFfH屈の治

1授には恨治的な手f*i療法のほかに，長期にわたる系統的

な多剤化学療法-などによる経過観察がili~である.

まとめ

当科における松近 1 3 年 IHJ の I~肢軟fffí lJo[U.i!j について報

竹し，治療法についての)5えを述べた

文献

1)津卜飽哉・ てpの外科の).!際， 南il堂， 東京， ~~ 5版，
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手の軟部腫蕩

Soft tissue tumors in the hand 

和山 禿敏 野間交t 制 t七_X)密*

手のl駄;部H'gj.i.'jは，われわれ皮!内科においても "'ii¥診療

上遭遇する機会は多~， このたび， 1978 "1三より 1983年

までの過去 5年r;:Jに，当科て、治療をijった手の限協およ

び類!応援Jについて統計的観察を行ったのて‘代点的症例と

ともに報告する

症例総数は 143例で，このうち良性IJ取材 118例 (82.5

%)，上I支内焔を含めた悪性臨蕩は 25例(17.5%)であ

る CiX.1 ) 

氏i'tlJf(jjjの疾j心別では付斑が 34例と一孫多く，その

他化III見性隊j芽臨を含めた血管;腫，線維睡(症〉などが多

数例を占めている

血竹系秋f部IJ毛抜iのうち， 手指に比較的多くみられる

glomus tumorは 3例で， このほかまれな ものとして

solilary angiokeratoma (imperial)， cirsoid aneurysma， 

blue rubbcr bleb nevus syndrome， Klippel-Trcnaunay-

Weber syndromc にみられた手の市純性血管臨などを

経験している また，平滑筋系1妥協の angioleiomyoma，

皮下紡介織の笈性i主性腫蕩と考えられる hyperlrophic

dermal change of PIP joint (芥繰り，今給量~2)) のおの

Key words: hand， soft tissue， tumor 

* H. Wada (講師)，K. Noma， H. Kiryu 九州大学皮府科
(Dept. of Dcrmatol.， Faculty of lVIedicine， Kyusyu Uni-

versity， Fukuoka) 

おの 1例を経験したが，いずれも手の秋i;jiIJ，f[jiJjとしては

まれな疾辺、である

次に，われわれは比般的多数例の手の悪性IHU.i!jを経験

したが，疾忠則lで‘はイJl陳謝lIJ削:V:がし、ちばん多い また，

Bowen病 7例のうち 4仰Hi手指にみられたもので， iii 

発仔IJの手指 Bowen 病は比較的少なし、町.このほか，広

府転移J:¥'i，!lE;、性汗)除服務などを経験した.

以上， 143 f71jの手の軟部臨似のうちで，まれなf仰心と

考えられる 4f7IJを簡記する

症例

症例 1.49 i/~ ， !;_ 

主 訴 :Jじ広11行のl主卜脆熔。

現病歴 5iドliijにだIji:指基飾品円似Ijの皮 flJf(j併に気づ

き，f也院で切除， l¥i'[1文術を受けた 2{ド後IIIび同{ftlにJ.!<:

下腫泌を触匁lし，当.flで摘出手術を行ったが，その後 3

年，中指:5;'H行JljJに[lIびJ.!<:下腫泌をふれるようにな った.

手術所見 :ilJiili'i ì'~1学Mの皮l古を皮下H(fu'i とともに全切

除したが， そのさいJ(fJllHr. 1剖有神経は眠術よりの剥 :~jfrが

困難で，やむをえず州lUした.摘出後， 'I'Jl'J-I''ffJlIJか らの

cross finger flapで被彼した.

病理組織所見 表l文との連続性はなく，其J.!<:，1文F組

織に及ぶ境界明l僚な脈uJW:を形成している.腿jj)jW:1付に

は大小の管J~様構造が認められ， 管æ;;内物質はジアスタ
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表 1. Soft tissue tumors 口、lhchand 

bcnign tumors 

ncvus 34例

7例

6例l

2仰l

14例

31日l

2f同j

4f日l

4 (同l

32(0J a. 

1 (日l

2似l

11日l

6例

118例

7例

11例

4例

1 f持l

1 (州l

1例

25例

143仰l

vcrruca 

lraumalic epithelial cyst 

scborrhcic kera tosis 

日brOllla(日bromatosis) 

xanlhoma 

giant ccll tllmor of lhe lendon shealh 

mllCous cyst 

ganglion 

hClllangioma 

angiolciomyoma 

ncurOllla， neurofibromalosis 

lipoma 

olhcrs 

，
 

、l
 
r
 

lnalignanl tumors 

sowen . s d isease 

sqllamolls cell carinoma 

malignanl melanoma 

fi brosarcollla 

swcal gland carcinoma 

rTIctaslallc carClllon】a

小計

ノ、，."口，，'

一七'JI¥:JA性 PAS似何. Alcian blue防1'J二を/1'した 脱

錫細胞は円形の比較的クロマチンに乏しい伎をわする明

るい細胞で，核分裂もわずかながら認められた(凶 1) 

!iiiJ!I'組織学的 および臨床所見(JI}発〉より Eccrine

porocpithcliolllaと診断したが，本古主のノk路ら')の統計的

観察によれば，ユド郊での手の発生例は人られない.

症例 2.39成， リj

主 訴:右'I'j行法節部の皮下回帰 cl珂12a). 

現病歴 10 Illiijに右中指基節i'iili''fMのi民い皮下腫姶i

に気づく .軽い圧!ifiがある.

病理組織所見 明らかな被肢のない，境界が不明Ilf，t

で，毛剤IlJfrl竹，炎症性細胞を「下ったH!似巣が兵皮および

l支 F組織にみられる. 腫蕩細胞はt;lj Ji~形，あるいは円形

ないしは短絡円形の核を有するノI( Jr~の級制i 芽細胞で， 牧

分裂像もみられる.細胞のゆRな部分は粘液状で，赤血球

漏U ~がみられ， Alcian blue 似性， PAS陰性，Tolllidin 

整形外科 1983 i-ド11)J 

図 1. aて1宅粉浜:内に大小の管)座係情造がみられ

る bの隠滅細胞は円形の伎をイIする明るい細

胞である.

blllc pH 4.1 で粍l立のメタクロマゾーのJ9U止をぶした

([;:(12 b) 

約思!組織学的および不完全な切除で消失したことなど

から nodularrascitisと診断したが，手術て‘の本起はま

れである 5，6)

症例 3. 74 i，丸ク].

主訴 ::;{i.D;'!J別行腹部位)J長.

現病歴 約半年前よりイi J);U目指腹部のIlífllli~ にμづいて

いたが放置していた.最近徐々に大きくなっているが，

州みはなく，色調の変化もない

病理組織所見:品与し、結合織で境された11利払!.l!:が点皮内

にみられ，)FUU~I付には多数の小血管肢が観主ちされる 血

管院はー)けの内皮細胞で図まれ，不規則なJr~を呈し， 肥

!写したIfn行'1'肢のI)}J組織と，その周聞の細長い紡鈍形の

核とh険性の細胞質を有する腫wj細胞により 梢成されて

いる. Elastica van Gieson， Azan 染色によると，腫jg
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図 2.aは症{71j2の臨床像 bは線維芽細胞様細胞で

防!戊された腫泌mを示す.

細胞としての平滑筋線*11米とそのめいだの修原線新fの出

在が観察される.

以上の組織所見から angioleiomyomaと診断した.こ

れは組織学的には森本7)の海綿型に属する 本症と典型

血管腫との鑑別は問題の多いところであるが，腫場.w:に

被膜を有すること，腫場のeU本は血管)位よりも平湘筋線

維であることなどから angioleiomyomaとした. 本症

の手指の発生例はまれである 8)

症例 4 右示指指尖部の発赤腫11長(凶 3a) 

現病歴 1ヵ月前より全身俗怠感を主訴に当院内科に

入院中であるが，そのころより右示指指尖部が発赤腫脹

してきた

病理組織所見 :~l界明瞭な陸協!.liが真皮 |付にみられ，

表皮との連続性はない. 腫湯巣は隔壁による小業構造を

皇 し，類洞様管!箆形成，褐色の!IE1.汁様物質もみられる.

腫湯細胞は円柱状配列を示し，大小不同のクロマチンに

富んだ核と，好酸性で頼粒状の細胞質より構成されてし、

図 3.aは症例14の臨床像 bはクロマチンに富んだ

核と好関空性で穎粒状の細胞質による!僅減刑]j胞

る Clメ13b). 

内科での諸倹1tの結果，肝細胞がiが決定したので，本

症の指尖部皮11可転移と診断した.すでfこ他臓部への広汎

な転移が疑われ，1'1'1極的な治療は行っていない.内臓癌

の手への皮膚転移はJI常に少ないが，肝細胞!:I'iの皮脂転

移もはなはだまれである.

以 上皮1¥守科領域における手の秋，'(1)IH(湯について過去 5

年間の統計的事項，および代表的症例について述べた.
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Intrinsic muscle内腫癌による手の拘縮例

Contraclure and dcformity of the fingers due 10 the tumor mass 

in thc inlrinsic mllscles; a rcpOrl of 3 cases 

秋 11111ー 1'¥1 JU王国リj j能 川 f守 也本

級車1111 の l迫性軟部組織1向必および IHi幼虫ii似州変は).'，j~lj

飢餓へのUil¥'H生や局所Ilf発性が指摘されているところで

あるが1-3)， 子部に発生した場合には機能障害も川:liiと

なる.われわれは inlrinsicmllscle I)iに生じた股悩によ

a. 初診時 (I-J，J 
b. 2年後(1:イi)

c・手術所 見 (卜)

図 1.jJ WiJ 1 

Key words: contracture， tumor mass， intrinsic rnuscles 

ヰ1¥1.Akiyama， K. Kodama， S. Fujita (助教佼〉 東北大学

Jf%x:タ卜N(Dept. of Plast. & Reconstr. Surg.， School of 

Meclicine， Tohoku University， Sendai). 

りJ行のjiリ拘1，や変形をきたした 3症例を経験したので，若

| の J5・~'ちを }JII え N~1 'i寸h る.

症例

症例 1. 初診1I，'f-11歳，タ1;) (凶 1，2). 

Ý)J小児よりム:/J~ji'iの形成不全と PIP 凶節の)t1 iilll 拘紛

がありマッサージなどをしていた.当科初診II.I，示J行主主

自iJより末ザiでの-fi切な形成不全と MP以J節j伯仲良，PIP 

l見Jili'i}::!:lrllif立の拘鮒変形があり， x線像では'1'手"'JのJJ巴

l手 ・ 硬化像と)，~Í)1'i以下の形成不全，基節'l'Jがlの変形をl認

めた

2 年後 PU会1I.'fには，示桁基節から中子中j の -I' ~Mll主下に

11'1径 3cm の仰性li'l!の脈拍を認め切除術を施行した. lIill 

1屈は被包化され周凶への以潤はないが，関節包や'I'J"~の

一部との総Ji，'iTへの圧迫を認めた 刷出 IE!) jj)jの ~ I ilj聞は

灰内色，琉::k性で，組織学的には fibroblastの刑罰((が主

体で， IJ安原忠良市Ifrの J杓~Iーや myxomatoid patlernを布して

いる部分も 11立ち，日bromaまたは myxofibroma と考

えられた

州、I後 2年で示J行 MP 関節背Mおよび骨|百l紛に一致 し

てlliJ(jMのIJ上発を託、め，腫蕩は宇j.間筋l付や示指令Ilh万肱tに沿

a. 再発 H与 b.組織像

図 2.症例 1
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a・術中所見 b.組織像

図 3. f，r:仔U 2 

ってlJliがっており，筋肉の一郎を合めて切除した 組織

像は法本的には前|到と同じであるが，細胞成分や膨広{線

維はより慌となり 日bromatosis様のi行員(i_を示していた.

さらに 2'o1'I:li:にも再発し，仁liJ行本節，'y1Jll1やほ指球部にも

陸揚を託、めこれを切除した

初 1"1]三 i~iから 9 if:.，最終手術から 5午後の現1'[，臨湯

の問先は認められないが，左示J行は魚川、で MP1民lil1'iは

や1I展位，PIP 1対ul'iは 90
0

)，岳山(¥/:て、の灼締役、J["*があり，白

砂~)軍基i)は不能の状態である.

症例 2. 40此， -V: (閃 3). 

2年I]ijよりイi予"?f的支卜.に硬結VIJ'Il折iとrE!tfj，右'Tm
のしびれが:U現し，その後中指の絡が!と MP1長|節の屈

1111灼紛がW:強してきた.初j診時， MP Ixl節 " ?~!l1に前作 2

cm の}幻内と癒liした灯':@のある皮下11信州を触女[Jし，

MP 1刻i1i1は 30
0

JiTillliJ匂縮小Yとなっていた. x*息I~で)，~ilií

に粁)誌の'I'J硬化像を花、めた 千日、Iて‘はず'引腿11英，以係筋

が線南!fi'1にJI山手して脈ffi'l状となり， tlJ'絡や!凶Jif'jとの必い

捻;rlをlLfめた 組織像は fibroblastのWjfl((が l占体である

が， -iiilに storiform pallernをイJし， 多十点1i制)胞も l認

めることからも fibroushistiocytomaが疑われた

{~i後 10 ヵJlで右中 . JJ;U行 MP 1則自i'i乍似11にT'J発を』認

め，II}H:iて、は虫様筋，'1，;.It[JI!11に|士1.iJ1I利語版協のUil'，'.1を

認め， 筋肉も合めて~除した 組織像では， 前1"1より

目broblastの storiform pattern のW:Niと多核口調11胞や

mitosisが多く認められるようになり fibroushistiocytoma 

と診断された.術後 2年の現在， '1'1行 MP r~1節にt限度

の屈曲拘紛を~すが|年発は認められない

症例 3.41成，!;.・(凶 4). 

5 年前より ~î千11T部に腕脹と局所熱感が II \lJI し， m退

a.初診時 b. 術中 rTr見
図 4 症例 3

を繰り返していた 2年前より治以折の脈IUoiと悠摘がw:

強し {山氏にて)"J0r注射を 201"1以 t受け， 腫!恨の試験

部切除術も千Jわれている. その後 PIPI.x:lunの開山拘桁i

を生じ当利を受珍した. J'Ji1t行基部から手??部にかけての

腫脹と圧焔があり， )文卜に硬結件.腫前{を触ま11した MP 

関節flf'展位， PIP [)'，WIj 60
0

屈曲位の拘総を必め， i'I動

イIjl展不能であ った X線上，第 3司I手'1'l'.:JJ'(，以J行法節の

竹皮質Ji薄化と'1'1'芸新iを認めた 術rl'，'I';'II'，j筋 ・MlII英の

-f;ilb;線維性にJ1~)'j し lJof!対{状となり，このlH!!fíi' 土|見lílíj包

や'1'下1'l.9J[の-iiilにも似人し，仲筋腿に沿っても lJL、がっ

ていたー 筋，筋膜， '1'1'11英の一部も含めてこれを以除し

た 組織{象では fasciaが総出IH生に肥厚し fascitis後の減量

泌i'lê~化がードであるが fibromalos同 様のW:~(iを / 1、す部

分も多く，付'U:創!I!象も認められた.

術後 4{ドでI'}発はないが， 広υ行の PIP，DIP 1則的に

)IT¥IIII灼前ii，MP1共l節にftl'以J旬新i;が伐り， j行I:li1111 n、?に111折と

中指が ovcrlapping するなどの機能昨 (II~が残 っている .

考 察

3仔11に共通している点は線*!fi'l・組織のIFrHi.WI:またはJx

応性哨舶による1I，r;Jl討が intrinsicmusclc 1λlにあり，さら

にその血t線利11iilまで泣ll'，'1し手指のJ旬新1変形をきたしたこ

とである 航。lJ1は吋科受診時 (11)，反)にはすでに;，.:

不指の形成不全と拘紛i笈形が著明でなんらかの原肉によ

る成長障害が考えられたが，外傷や1車場なと'は.t~当たら

ず先天性のものかと考えられた. しかし 2 ir後にはは

っきりした眼的がiI::JJ!.し潜在性に腫紛が存イ|していた

ことも考えられた 脈必は被包化され，組織像もよく分

化 した 日broblastのJ羽田u:が正体でいわゆる 日bromaと考

えられたが， '，'1' 11\1>>カやI~ ・ 中指指背伸筋融tJ，\î UIj， ]:):j行r'R
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部なと.$":mi にわたる浸潤再発を繰り;gした 示指は機能

廃絶状態で， 1:;ーぷ指間部も狭く純白浜化も強いため，示

J行ダIJ!;I.I除による桁間部の形成を検，i-t'I'である

痕WI]2は).1'1主!}Dupuytren j~，}鮒が疑われたが， 腫舵iは

手"tI凶朕， 虫様I[JJ，肯間筋と広範Uliに払がっており，組

織学的にも fibroushistiocytomaと診断された.Intrinsic

musceの泌分切除や MP凶節)r'，1Uijの級以化により MP

|長J íl~ の): 1\ 111 1拘紛が残った症例である

j ，i~{JIJ 3は11弔熔の浸1問が什r::Ji!i}.や11筋腿周聞，MPI見Jiflj

l'、lにまで」えんでおり ，切除体Iにより指の拘紛変形はかな

り改汚されたが完全に満足寸へきものではなく ，rl'・広1

J行の overlappingについては子体Iを検討rl'である.

まとめ

1 ntrinsic muscle内の線維性の軟部組織限延Jの 3{71]に

ついて述べ，これらて‘は周囲組織への桜I1明性や同所再発

性が問題であり ，徹氏 した切除が塑まれること，また初

発症状はIjí. なる~)f~や拘縮て、ありうること ， 11軍務切除後

の機能再処が1::]姐となること を報代した.

文献
1) Enzingcr， F.l¥1. et al.: Soft Tissue Tumors， Mosby， 

SI. l.ouis， p. 14， 1983. 

2) Steel， D.J. et al.: Surgery 56: 497， 1964 

3)保坂瑛ーほか 整形外科 30・1702，1979. 

大菱形骨に孤在発生した骨リンパ管腫の 1{7IJ 

A casc rcporl of solitary lymphangioma in the trapezium 

石川 浩 三 宮iJ能容章

北 村 |年之 牒一 川

'll リンハ 1~:1l需は，きわめてまれなものであるが，その

中でもIji.発性のものは少なく， III:'Nで 4，*f;.H)，わが

同では l報(173}をみるにすぎない われわれはI ri'l.発性

に大後形'，'1に発生した'，'1'リンハ竹11南を経験したので，こ

こに144flする.

症 例 45歳，Y. T'i貨1，1;勤務.

主 訴 右手恨部;針Yi

既往歴 :ピリン，ベニシリン， J色彩斉IJに刈するアレノレ

ギ一反応あり，湿疹もある

家族歴:特記すべきことはない

現病歴 :1982年 5月初旬より， とくに l誘 I'~ なく右手

根部俊側に， 述動1I.'jjIYi，夜間痛がノ1:.じ 5刀24日来院

した.

初診H寺，イ1m行 CM 関節のやや ' 1'相:<~ll]に J E痛を中等

j交認めたが，発m;，慌脹，変形はなかった.上)腕.前l腕

Key words: lymphangiorna of bone， solitary， trapezium 

ホ K.Ishikawa， Y. SudoC部長)，Y. Okada， C. Tabuchi， H 

Kitan、ura，A. Fujita (院長):大ì l!JJ、 卜字病院整形外科(~

520大作市長等 1-1-35;Dept. of Orthop. Surg.， Otsu Rcd 

Cross Hospital， Otsu); T. Saiga Ci，¥IJ部長〕 ・I"j院病)11'1;11.

li(ij m n~\ n I縁 千 景

雑 賀興慶本

の筋萎縮も認められなかったが， tJli:;J)はイi5 kg， te 35 
kgと"心slIJでは1的所による減弱が:r;:切であった

血液検作では，亦沈，白血球数， CRPを合め，とく

に異常'は認められなかった.

単純X紘HIH診で， 大菱形什に鋭化像を，断肘御影で

は， '11を!白状陰影を認めた(図 1a， b). 

1'1' scintigraphy (99mTcMDP)で，同部に軽度のw，:t'(

をみた cl刈2)が， RI angiograhyでは異n'がなかっ

た. アレノレギ一体質のため血TI;造影はできなかった

Ostcoid osteomaを疑い，アスピリンを投守すると，広

州はやや粍減した

f'iJ年7刀7日， 'i'l's央下に大菱形骨を全揃IHした その

さい，淡総色透明の液が少量流出 したが，1(11性ではな

くI 'j!=j周 UM '飲{ífl組織に兵~~'・は認められなかった.摘出骨

の外観は正常であった.主IJIHiでは，骨皮質にはJ民7行がな

く， '¥'1髄!町村は，比較的硬くエナメノレ様の壁で数例の小

院に分けられており ，正常像は失われていた.

Swanson's silastic implant を用いて閃節形成術を行

った(図 1c). 

病理組織像では， '，'l1支質はとくに変化がなく，'「i髄は
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a. 制iiliijiji_*i市X線1象

図 2- 1'1- scintigraphy， 99mTcMDP 

矢印のごとく， 大菱形甘竹-fにこ i将1!1'可廷-度の ~N.'ω'l常i

れる

b. 術lIiJ断層撮影像

図 I

C. 術後単純X線像

図 3- 病E-J!組織(象 (HE染色 40伯)

‘ . 
粗性結-A-織111に，~JII'1の偏平な|付皮細胞により形

成された大小さまざまな符腔がみられる 符院内に

赤血球は存在しない.

1客痴はな く ADLに支怖はない. また，全身'l'j"scinti-

料l性結合繊 (tに版原線維)111に， リンハ竹を!LIわせる graphyで他部に病没之がないことも確認している.

拡仮した竹11';'が多数存干1:しており，正常・像はまったく 失 考 察

われていた.伴睦は，一層のJ，;i平な内}_k細胞により形成 軟部組織に生じるリンハ符慣は， しばしばみられる

されており， Jfll管のごとき平i'i'iffJiは周凶にみられなかっ が，骨に発生するリンパ管阪は，きわめてまれである

た また， ~\;If';~内に血液成分は存イl' しなか っ た 以 |二よ 1947年の Bickelおよび Brodersめの報t?を最初に行

り， "'J内リンハ管障と診断した(凶 3) リンパ管服もしくはそれと思われる症例は 27報行 (30

術後経過はJ~Hで， 1983年 4刀(術後 7ヵ刀) :[I-UI， 仰1)に及ぶ しかしこれらは什内に限}II)するもの，ほ
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と，lE r;;~ ，目・|人j における リンパ管の存釈が今 日 なお明 らか

でないことである.

診断は， ほとんどの場合に病理組織よりなされてい

る すなわち，一層の川平な内皮細胞により形成された

竹!作を有 し しかもその管壁に際性級車11， 3fi1't筋線車Hを

認めず，竹W;'I)'Iに赤血球が存在しないのが村徴である

また，手術H、?所見として， 病巣部に出血がなく，かわり

に媛液性の淡を認める点も ， 血管腫との陸別に重~なも

のである

しかし，Nixon (1970)町，vVinterbergcr ら (1972)，

Hafnerら (1972)，Chu (1977)9) ら， liii LUら(1982)10)

は， リンパ官;造影によ り，骨内病巣を確認しており ，ま

た Kopperman ら (1974)， Chu ら (1977)は，骨

scmtIgramにて異常集積像を認め，その診断的IllIi値を評

価したい 実際，われわれも什 scintigraphy で病巣部

に異常を認め，しかもほかに異常がないことの確認もで

きた.補助診断訟と して有用であると考える

ま とめ

什 リンハ竹腕(広義〉はきわめてまれで，いままで種々

の形で報告されてきた. われわれはこれを 1 solitary 

lymphangioma， 2. multiple lymphangiomas， 3 lypha-

giomalosis， 4. massivc osteolysisの4型に分類 した こ

のうち 1型は，われわれの症例を合めて5報代 (6例〕

であ った.

診断は，子体I所見，組織学的所見， リンパ47T造影，骨-

scinligraphy を合わせれば，血管胞との鍛別もでき，容

易となろう

1983年 11月科タ卜形整巻 34・号 12(臨時増干1])1848 

表 1.Solitary lymphangioma of bone (intraos-

seous)報f17例

発生部位

l skull 

libia 

spine (C7) 

mandibula 

mandibula 

lrapeZlum 

l
 

N
v
l
 

山
m
H
mH

男

女

女

年齢

271¥訟

18政

17放

41歳

82歳

4::;荷主

名

1) Kopperman (1974) 

2) l3ullough (1976) 

3)糸f札JII(1978) 

4) Ellis (1980) 

5) Ellis 

6) 1'1験例 (1983)

者1¥' 

文献

1) Koppcnnan， 1¥1. et al.: Am. J. Roentgenol. 121: 

118， 1974. 

2) Bullough， P.G. et al.: J. Bone Joinl Surg. 58-A: 

418， 1976. 

3)糸魚川幸伸ほか :整形外科 29: 1747， 1978. 
4) ElIis， G.L. el al.: Skeletal Radiol. 5: 253， 1980. 

5) Bickel， W.H. et al.: J. Bone Joint Surg. 29: 517， 
1947 

6) Nixon， G. W.: Am. J. Roentgenol. 110・582，1970 

7)川村正典ほか ・}整形外科 32・1175，1981 

8) ra1kmer， S. et al.: Acta Orthop. Scand. 26: 99， 
1956. 

9) Chu， J.Y. et al.: Pediat. Radiol. 6: 46， 1977 
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かのl搬;得または軟部組織に病変を合むもの t 'i!l.を進行性

にt止すものなど病態は種々さまざまである。そこでわれ

われは，次の 4型に分類してみた.

1. Solitary lyrnphangiorna of bone 

I佃の'1'1に|浪局し予後良好であるもの

2 恥1ultiplelyrnphangiornas of bone 

2個以上の骨に存1'1するが，他の』広間や軟部組織には

11;';変がなく予後良好であるもの.

3. Lyrnphangiornatosis 

"'J・のみならず， 他の臓部や'1次[信組織にもリンハ符性病

変を合むもので， 11寺には， )並行性で子後不良のIJ)介があ

る3，6)ー

4 恥'lassiveosteolysis 

rfrl竹|附でもリンハ管脹でも 1伺の'，';に生じたものが次

第に広がり，関節を飛び越えて隣接した"'Jを似すもの7)

このほかに，lymphangiectasis， cystic angiomaとして

報竹されているものもあるが，それぞれ上記分類のいず

れかに以すると思われる これらをまとめて，広義のリ

ンハ竹IJ唱として， 1， 2 ~{を狭義のリンパ行 1FT; と して文

献をiit検討すると ，狭義の'円リ ンハ竹肺は， 1ω95切6'年下の

Falk叶叫me口rおよびび Gun町nar8的}以う来|長そ Shop〆fnc口1 ら，r巾|わl，f'村、，tら，

RミO倒S巴n川叫】K刈qu山 I川 ら， Kopperman ら')，Bullough らわ，糸 :(~1

川ら3)， Ellisら4)の8報告 (11仔11)となる このうち

solitary Iymphangioma は，ぷ 1のごとく 4I'~ ~ ， ;. (5 

WIj)'叶〉で，われわれの症例が(jWIJ日となる もちろん，

人主主形'，'1に狐作発刊 した例はいままで版作されていな

し、

成肉については，neoplasmaか hamarlomaかが問題

になるが，少なくとも狭義のリンパ可~; IJ ， nに関しては後者

であると考える. その根拠は，病変が進行 1~ーでない こ
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<VIII .その他>

慢性関節リウマチ手|掲節の榛屈回外変形に対する

尺側伸筋腿 stripによる腿固定術

Reconstruction of the triangular日brocartilagecomplex by using distal ulnar 

half based extensor carpi ulnaris tendon strip to 

rheumatoid arthritic wrist deformilies 

坑)1 苧不11

i~ 1]あ淳之

'1'村正徳

1
11)毛光太郎

慢性関節リウマチ(以下 RA と略す〕において手指

の ulnardriftの一重要因子として， け:手骨および手根

骨の検周回外変形があげられている Clayton')は ex-

tensor carpi radialis longusをextensorcarpi ulnaris付

着部に移行することによりこの変形を矯iEあるいは予防

しようとしている。われわれは extensorcarpi ulnaris 

艇の distalstrip を榛骨末梢、尺側端に縫合同定すること

により， triangulal自brocartilagecomplexの補強をし

子関節凡側の stabilizerとして働かせると同時に， 手根

骨 ・司1手骨の焼屈|百|外変形防止のためのいわばtenodesis

効果をWH与した あとでこのわれわれの方法と同様な方

法が 1971年 Linscheid ら2)により数行ながらすでに述

べられていることを知った

)~{jlIJ r-似イIJI筋服sstripによる腿同定術を加えた手関節

滑限切除術の子体I症例は definiteあるし、はクラシカノレな

RA患者 17仔1]， 19子供l節，男 5例]， 女 12例，右 7例左

12例で，jilij{j{l]例が 21711含まれている. また 17例の中に

は，以前に当科にて他官11J手I)lcJ節の汁fij皮切除Wi，尺骨頭切

除を受けたものが 3例含まれている 手術|時年齢は 30

歳から 72歳，平均 47.4歳，術後経過年数は 4ヵ月から

3年である 手術術式はこれまでと同様に S字状皮切を

用い， dorsal carpal retinacu lumを尺側より B'~ {j IIJに起し，

伸筋艇の滑膜切除を行う 多くの痕仰|で)({JliJT{良伸筋腿

Key words: rheumatoid arthritis， lriangulal日brocar-

lilage complex， extensor carpi ulnaris tendon strip 

ド T. Arai(講師j)， M. Nakamura， M. Moriwaki， S. Nomoto， 

Y. Yasuwaki， K. Furuya (教授)， Y. lsobe (助教侵入東

京医科IfH4大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Tokyo 
!vledical and Dental University， Tokyo): Y. Tshiyama 

illLlt病院教M外科.

森脇 lトー之

1捜部悦

~'Í'みJ 栄

イi111嘉官*

鍵鞘は滑膜増生が強く JI巴厚し， かつ尺{jllJ手根伸筋腿は

掌尺側に脱臼している 骨膜下に)'(骨頭を切除する

Triangulal 自brocartilagecomplexはできる限り組存す

る Distal radioulnar joint，次いで radiocarpaljoinl， 

intercarpal jointの滑膜切除を行 う.尺側手i恨イ'11筋艇を

筋腿移行部まで華IJ離し，尺側の 1/2 を第 5 仁|二1 手'~1'~ま底部

の付着部をベースにした stripとしこれを旋骨尺側端

に作製した小孔を通し折り返して縫合する Triangulal 

品brocartilagc complex 組織にも数針かけることにより

縫合固定する(凶 1). このとき手関節は焼骨長制!と第

2ιl'手骨長取hがほぼ一致するような位置に保っ さらに

dorsal carpal retinaculum を尺側子根伸筋をはじめと

する仲紡腿の下をilfiし厄の切離端に縫合する 術後約 2

週間のギ 7"スシー不 1，1;1i.じの後，白動運動を開始する

次いで本法を併せ行った 手関節滑膜切除術の手術結果

について検討する 術前掌似IJに脱臼していた尺側手根伸

筋腿は本来の走行となり ，かなりパワフルに手関節の仲

展，尺原力として働いている 下根村 ・ rl ' T'I~ の川外挑

屈変形も骨破壊が比較的軽度で各子根骨r:iJ相71.のEめきが

よく保たれている stage1， 2の症例ではよく矯IEされ

ている 手関節尺側は術前の不安定性が消失 し比較的

よく固定されており安定性が得られている。このことは

下関節を他動的に田内 ・間外，背掌方向へのストレスな

どの操作で確認できる 手術を行った 19手凶節につい

て握力， 背''t~屈角度， 機尺屈角度， またX線所見から

Shapiro3)の rad凶 dev削 IOn角度，指の1I1nardrift 

角度，YOllm ら')の carpalheight ratio， carpal-lIlnar 

drift ratio さらtこ scapholunate angle， capitolllnate 

angle をJI-m'lし，都ili行術後の各f直についてその平均仰を
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図 I 尺側手恨{中筋腿 (ECU)

Slripによる健闘定術

表 1. 手術ilIIi後の各計測値の平均値と平均舶の庄の

検定，P簡を示す

目lean
T-dcpcndcnl 

~v 可 nlJ 制¥1 132: 
p 

gnp powel 11. 5 9. '1 O. 1272 

wriSI RO肘I

ext 37.0 40.5 O. 1944 

flex目 31. 3 11. 5 0.0011 

rad. flex 10.8 5.3 0.0042 

ul. flex. 18.6 17.0 0.1754 

X-ray measlIre 

rad. rol. 113. 1 114. 5 O. 1681 

1I1. drifl 8.1 9.1 O. 1921 

carp. hcighl I 0.485 0.482 0.2939 

carp. 1I1. disし 0.298 0， 160 0.0000， 

%ーし angle 59.0 64.0 0.0137. 

C-L angle 13.9 14.9 0.3045 

求めると表 lのごとくとなる.各項日について術前術後

の平均仰の差の検定 T-dependency をfil、P{lf(を求め

ると表 1 右側のごとくとなる • c;頼1>(11¥1を 95%とすると

P の自fîが 0. 025 より{底値を示す~J.:)m角度，杭T:11;:{11交の減

少， carpal-ulnar d目tanceral'O の減少 scapholllnale

angie の増加に有意の差が認められるよととなる しか

図 2. I~段は術前，下段は術後のX紛[(役所~~ 術後

2年 8ヵ月経過

ScapholunalC angleは術IIIf58"， im~ 480， carpal 

heighl ralio ，主体iiriijO. 50， 術後 0.52， T拠'¥'JのJ¥_

側への H~(立もみられない

し carpal-ulnarclislancc ralioの減少はパ什JiJ[の切除

および Iriangular fibrocarlilagc complex補強の結果尺

廿ilqhが挑似11へ得ったためで手根什のJ¥_側への移動による

ものではない. l刈2は術後 2年日ヵ月経過して scapho

11Inalc anglcは 580

から 480

となり ，carpal h目 ghlralio 

も0.50から 0.52とわす.かながら増加し，検尺屈にても

下似'，'j'I:¥1の!日Jきは比較的よく保たれている.近位手線骨

のパ{JlIJへの(1，，1位も認められない.図 311術後 3{手経過し

た!，rWIIで， '1/ J'tイifJl、IJの手関節は 5年前に当科でI')'f限切

除， )~'lt.Q兵切除体Iを受けている.図左側の)\.{J!lJ HJHMj力

側tstripの(1，J似を行ったほうが，手恨'iJ'の!fUJきがistJ¥_I:I:

でよりスムースで，舟状骨の動きもよく保たれている

これに比し:(i(HlJでは下根骨の尺似IJへの(I，J(¥/:が起ってお
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の radialrOlalion， tmの 1I1nardr凶 の

持 I~J な WI加を不した症例はJJ~イi二までのと

ころt認められず，手関節)，;_似IJの'交fi.:'性も

良好であるところから，われわれは RA

予関節の計z}朕切除1m与には， I百 diocarpal

joinl がすでに強直して distalradio-

1I1nar joinlのみが可動性のある症例の

場合を除き， ィ;モ例に尺側手根イJjJIiIl胞の

dislal ulnar half based strip 利mによ

る手関節g{HlIの stabilization t術をね

っている

本法は， 1)新たなる皮切が不要で f

技もf1¥'jlii. 2))，;_ nllJ F似仲筋健の掌)，;_{1lI1 

への脱臼を矯IEできる 3)triangulal 

fibrocartilage complexの修復，補強を

併せ行うことができる，などの特徴を有

するものと考える なお本法は外傷，炎

fι 腫滅などによる千|対節パ側の靭帯構

図 3.)て屈(I段〕およひ(-!;'e)ir!( F段)を示す 術後 3{ド経過

写真右側の子関節は 5年liijにき"11'十で討す|皮切除，尺骨liJlyIJ除f加を{J

った 左側には尺仰111'-恨イJjl筋舵による腿I，f;jfi.:'術が追加されている

抗)，;_屈にさいしての手恨竹の草bきはti.{l!Ilでよく保たれている イi{WI
では焼屈にさいし予似'，'Jの)，;_側への(I，，¥(、tがd、められる

造の似峡，tJl傷例にも応)lJしてよい結果を得ておりいず

れ他の機会に発表の予定である

2) Lin町 heicl，1<.1.. el al. Orthop. Clin. Nonh Am 

2: 649 1971 

3) Shapiro， .).S.: Clin. Orthop. 68: 32， 1970 
4) Youm， Y 引 al.:.). Bone Joint Surg. 60-A: 423， 

1978 文 献
1) C1叫'ton‘九f.L 引 al. C1in. Onhop. 100: 176.1974 



~ J 

1852 

RA病型からみた手関節滑膜切除術の臨床効果と

関節破壊に対する予防効果

Effect of synovectomy on the rheumatoid wrist 

米国松、

古野充，ti
汁(-山M-fUi

!ムー |司 j享

太恨康吉f!l¥

j来型f 洋

1也智l隆弘

|凶J{ffl紀 平日*

れ ì~Jl六 郎

慢性関節リウマチ(以下 RA と略す)における子関

節滑膜切除術の臨床的効果については， II自家の述べるご

とく ，一定の評価を得ているが， 1*1節破壊に対する早期

滑膜切除術の予防効果については，意見の一致をみない

われわれはその原因として，RAのn然経過を考慮、し

ないためではないかと考えている.

そこで，今岡， RAの自然、経過から州型を分類 し， そ

の予防効果を臨床的効果と併せて検，;，tした.

病型分類

長期にわたって追跡可能であった dennile以上の R^

44 

柑

調

却

鎌
田
園
置
甥
鑓

15 

年数

図 1.Ii直壊関節数の経fド的変化

Key words: prophylactic e仔ect，synovectomy， rheuma-

toid wrISl 

* M. Yoneda， R. Iwase (医長)，H. Ogino (部長)， ~ I 

Aono， A. Hirooka :星ケ丘1'1'1ゾ|金病院整形外科(事573枚

方市星ケ丘 4-8-]:Dep1. of Onhop. Surg.， Hoshigaol叫

Kos引 nenkinHospital， Hirakala) ;T. Ochi， T. Tsuyama， 

K. Tane， N. Okabe 大阪大学教形外科.

49症例lについて，全身の関節の単純X線像で eroslon以

上の変化を示す関節の数をかぞえ，それを破峻関節数と

した

凶 1は，縦軸に破城|基l節数，横軸に擢病年数をとり，

破検閲節数の経年的変化を示したものである 凶のよう

に破壊関節数の拡がりが緩徐で最終的に20を越えない

i洋 (non-destructIvetype) と病初期から急激に破壊関

節数が増加を示す幹 (destructivetype)の 2群に大きく

分けることができる.以下，この病型別に滑膜切除術の

効果を検討した

症例

術後少なくとも 6ヵ月以上追跡しえた症例は 30症

例 42関節，男 7仔lJ，女 23例年齢は 9歳から 63歳で

平均 43.2歳， 追跡期聞は 0.5年から 4年で平均 2年で

ある.

これらの症例を病型別に分類すると non-destructive

type 21症例127関節 destructive type 9症例 15関節

であり，それぞれ平均年齢は 42.7歳， 44.2歳，平均追

跡期間は 22.6ヵ月， 21. 1ヵ月と両病型間で近似してお

り，成績を比較するうえで好都合である.

術 後 評 価

す1'tH英切除術の評価は，1)修州， 2)腫脹， 3) ROM， 

4) X線像の変化を術前術後を比較することによって行

った.

1.疹 痛

Non-d目 trucl1ve lype で著効 80%，改善 20%， des-

lruclive type では著効 75%，改善 25%と病型にかかわ

らず全例に良好な結果が得られた.

2 腫 脹

Non-destructIvc lype で著効 80%，改普 10弘 des-

tructIve type では著効 80%，改善 20%と疹痛同様，病

型にかかわらず全例に良好な結果が得られた
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図 3. X線像の変化(関節破壊〉

の減少率 (mean土SD/表 1.Carpal height ratio 

年〕

図 2. Carpal height ratio 

(CHR， b/a) 

P 
destructive 
type 

non-destructi ve 
type 

1 0肌 0.003
(11 = 19) 

く 0.001

術Jtrとのあいだでは両病型ともに有意i!J.:ーを認めない.す

なわち，関節破峡の進行は病型に依存しているが，手術

の有無には関係しないといえる

考察

滑膜切除術の評価に関する報告は多いものの，自然、経

過の異なる RAを一括して検討しているものが多いト的

われわれは全身の破峻関節数の経年的変化を調べること

によって，二つの病型に分かれることを知った RAに

二つの病型が存在する以上，病型別に検討すれば，より

正確に術後成績を知ることができると考え今回の調査を

行った

j~型別に評佃iをすると， j.芸術，腫脹の臨床効果につい

ては従来の報告のように， Ijl;j病型間において差はなく全

例に効果が認められ， 可動域に|対しては両病型とも減少

を示したものの軽度であり，日常生活動作に支障がある

ほどではなかった 催患手関節の破壊を早期より CHR

でiTHiIliしてみると，病型間で，':Gl、有意差で違いがみられ

る.すなわち， 子l民l節破峻の進行を決める一つの重要な

|対チは病型である 次に，科病型内で早期m膜切除術に

，，-0.001 

O. 044 ::!:: O. 023 
( n = 18) 

0.065土0.024
(n = 10) 

NS 

0.002土0.003
(n = 8) 

NS 

}I'子術l作

F術 m

P 

3. R 0 M 

掌原，背屈の ROM は可動域減少の程度は軽度では

あるが悪化例が多く non-destructive typeで 50%，

destructi v(' t ypeで80%悪化している.しかし阿1)1i"1

外運動は良好なため， ADL Iーへの影響は認められなか

った.

4. x線像の変化

早期消膜切除術は|見|節破峻に対して予防効-*があると

いわれているが，次にその点について検討した.

1)方法

子関節における関節破峻の程度を客観的にしかも寄与易

に評価できる， Youm')らの carpalheight ratio (以 F

CHRと略す〕を用いた(図 2)

2)対象

手術時 CHRが 0.49以上で関節破域の少ない 18症

例 18関節と， コントローノレとしての非手術群は CHR 

が 0.49以上の段階から 5年以上自然、経過を追跡しえた

37症例である.

3)結果

CHRの 1年間の減少率を，病型別にHホT昨と非手術f

i洋で比較した 図 3のごとく non-destructivctypeで

は手術i汗， 非手術併ともに CHRの減少本は{氏く ，I比l

節破峻はあまり進行していないといえるが destructive

typeでは手術群，非F術鮮とも CHR の減少ヰ〈が布く，

破峻がすすんでいると考えられた :}(lはそれを統計学

的処)!i!したものである 病型間ではいずれも Pく 0.001

の危険率で，:い、有意汗ーを示すのに対して， kl三祢I群と F
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1854 巻 34・号 12(臨時増干1]) 整形外科 1983年 11月

よって破峻の進行がかわってくるかどうかを検討した.

j.(1にぶされるように作柄刑|付では f材、I併の CHRの

変化は)1一子体I併のものに比べ iJむの汗は仙包められない

すなわち， '，'.WJi'i'i限切除同:1'こよって fIY-!IlIJ(i!!iJ:kへの進1J

をかえることはできない Raunioi のいうように|対節I(，j

の croslOllの許制!なI(UWを検，;.1すれば， m.U史レJI徐制;jによ

って 口OS10n のi並行は少しは炉11えられるかもし れ ない

が， C'HR でみる|製り ， '， 'mJìH限切除 1~:i は了・WIíí↑I 自主 J史の

進行にあJL fli)j効*があると lit、えなL、わけである

まとめ

RAを白然経過から， dcstruclivc typcと non-dcstruc-

tive type の二つの病型に分け， 対tH英切除術の臨床効果

と，関節破壊に対する予防効果を病型日1Iに検討した

除摘効果は病型およびff寺山!に関係なく，全例に認めら

れ，満足できるものであった.

しかし早wmt膜切除術の手関節破岐に対する予防効

民は， 日rpalhcight ralioて、みるlSJ.iりでは1泌められず，

そのjffij)-1"，'肢は RA のn然経過の迎い， われわれのい

う ;つの州111によって決'ぶされる，と布一えられた

文献

1) i¥lcl¥lurtη， R. Y. ct al.: J. Bonc .Joint Surg. 60-A 

955. 1978 

2) i¥lcEwen. C. et al.: Arth. Rheum. 20: 765， 1977 

3) Carvalho， A.D. et al.: Acta Radiol. 20: 505， 1981. 
4)長屋イiII良1Iほか ・整形外科 32: 1736， 1981 

5)森脇，[之ほか 。向上 31: 1664， 1980 

6)束隙猛ほか ・リ ウマチ外科 6:102，1978 

7) Raunio， P.: Scand. .J. Rheum. 6[SuppI.J: 19，1977 

月状骨軟化症における発症要因について

Causative faclors of Kicnbock's disease 

fi両!}主弘 1主

{:j 11)， ，'，: MI 

、|正木，f}え 'l!li !日山ノkMl'iJ 

Jjil! '1' 、iレ.
11 ~~ 1"/ 

1免 j13 今日li :ノ" ，~;i1Ii ); 大久保(j彦事

1928年， Hultell') は月状竹軟化症のJ'CJ，F.'&I.ペ として

vanantに注目した しかし vanant のが1は， X線Hcl:

影肢位によって変化するという吉田らわをはじめとする

報告があり 2 ~ 3 の肢位2叶が推奨されている われ

われは肩関節 90'外転位， IHI対節 90ザ}:Ji的位， 手I.¥!I節焼

照尺屈中間{立で，背掌方向のX線搬影がもっとも望まし

いと考えた そこでこのような X線像を用いて vanant

および vanant 以外の二つの指標を，lliJ!']し検討を加え

た さらに経過に阪響を与える閃 fとしての見地からこ

れら三つの指標に検討を加えたので報千~.-t る .

Key words: Kienb凸CIどsdiseasc， Vl1I'Iant. causativc f'ac-

tors 

ド H.lnanami，片 Hiraki，i¥. Kuroshirna， ¥'. '1‘akalori， S 

Horinaka， H. 'J・akami，1. ()kutsu，片T¥inomiya(助教段): 

米京大学整形外H(Dept. of Orthop. SlIrg.. Facultyυl 

i¥ledicine じniversityof 1・okyo，Tokyo): Y. Okubo (，';il 

Jと〕 大't:c亦十字病院整形外科。

症 仔リ

症例は， Jl状骨軟化症患者群男性 66名，女性 24名，

合計 90例， 91手である 一方，正'ffi'・者群は男性 51名，

!J:性 42:1奇，合計 93例 93手である

方法および結果

月状'円軟化症患者鮮と正常者鮮の varianlを lmm問

削に分け， i，ID 1洋の比較を行ったところ，患者群の平均は

-0. 209， iI :.~~;~者;'1lfの平均は + 0.849で， 0.5% の危険本

でl可併問にわ-怠の差がd、められた[t 0.005(182) = 2.81 

'1'=5.405，制 1) 

さらにX線像実訓1]伯でー1.5 m.n以上を minusvarianl 

と決め，忠、行{洋と正常者.f，lで minus variant の/]¥.l:!!.率

について検付した 忠-(!iMでは 16%，正常者別ーでは 3.2

%で 1%の危険本で布立ぷがt認 め ら れ た [X2(0.1) = 

6.58 X2=9.160). 

しかしわれわれの分析結果て:'11欧米の報告に比べて

plus varianlを示す患者ーが多い そこで本疾患の発症安
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凶として lninusva ri a nt 以外の X線像 | の J円相t~ を求める

べく，以下の二つの計測を行L、検討した(凶 2). 

首1ーは侠骨長拘hに対する挑'，')"遠位以J節[lijの傾斜角度で

ある. 忠 {j群では平均 26.3'， 11二常ri併では、ドY-j26.6" 

とイf):5:;tを認めなかった. また p[usvarianlの忠 {i#干

と11:，';1;1;-(';昨でもイj意志は認められなかった

第二はイJl!兵'，'1'近位計M;IJ¥ら第 3中手'白骨頭までの距離を

ik'ili単位IRI節[(Iiのl立線距離てく1:1]った比である 5 也、者群

では、ドjり2.89， 11:11';行jt下では平均 2.99と有意の差を認

めなかった[10.05(181)=l.97， T=l.93J また plus

vanantの忠 れItl'と 1[>市れ併でも千1):J:差は認められなか

った

次に以上一つの折際につき，経過に影科を与える悶子

としての見地より以 ドの検l討をiiった。

すなわち，'tJ]診時までの限術JW川と)j状'，'1の}E，[L破壊

のお!度を， pll's， zcro， mInlls variant の :lltfで比較し

た 圧平破療の指標には Slahlの 川dex“に11'戸じ x
線側面{象での月状骨の厚さと-，'f竿径の百分比 (Hallening 

ndex)を用いた その結果各 varianljtfでハ玉|λ似峡の

速度が異なり ¥'anantが minusfWIに似るほど }1:i.i'V支

のj_ffi行が早いと考えられた(凶 3)

i，i;骨:長制1に虫、Iする校竹遠{立|長l節回の傾斜角度につし、て

も['il様の検討を行った〔凶 4). しかし， x線像 |の}I.

ii1良:のJ1s1Jとは19Jらかな関係は認められなかった

さらにイJ.r!J{付近位端から第 3'1'手竹骨頭までの長さを

UL' I 'J" J刻、/1民|節 í (liの 11'1紛(~Ii雌て:-;';Ij った比に関しても|寸係の

分析をiiったが，明らかな|見|係は認めら

れなかった

考察

1979年， Ji川らは [iij腕["[1人J• ["1外で

mlllUS vanantの川.lJ!.'与が 9.0%から

るーまた，焼屈，尺屈での変化は， r恨骨以i卓のm造物

がに'Rあるいは挽骨をrE迫または牽，)1するためとJ5・えら

れる

X紛lH，U杉11支(止に関しては， 患者の関節 II[riJJ域の制限

や， IIX(主の Ilf.lJ!.l当ーなどを考慮すると， 肩txl節 90"外中ム

(な， II.JIy，lffii 90" J:I:山位， 前腕[，，[内 ・[，，[外中間位， 'FI対節

t"é)~厄:' 1' 11 \1位での背学)j向の版彬が望ましいと考えら

れた

，j-，: j失，也、の発杭 '~ Iペに |見l しては諸説が発表されている

が， 1928年の トlull

Control 

Plus 

30 20 10 '0 20 

cases 

図 1.Varial1l 

)liki'Jï欲化j，U~，(と 1I ， '，t~'ji'(・でヰリ6-; {l r ( ， plus variant 

および ITllllllSvananlのIIWLギに千j立差を認める

30 

32.5%と劣化すると報fりしている また

1982年 Epn刊、らは死体 7T で|川l 外i;'~}[I i

位から!日IIAJ焼!日(位で ¥'aJillt のI![(泊、、v均
l. 38 mm 変化すると判i~'i' L， l'alm('1 

らは死体 14 予で月、JIYJ，(lí'i 完全fiIt}.v~， 50" 

阿内位から， 45"凶外{立で玉ドY-j0.88 mm 

vanantのI!自が変化すると報告している .

われわれも同様の変化を認め vananL

ìJ!lIíl:'については同一以位での xtJí[ jM~!;

が'112l!であると巧ーえた 同|付 ・[nl外で

vanantの似が変化する原凶は吉田らも

隊代しているとおり， 1"11付U;'f，佼'月がr;_

什とうどXしつつ川政するためと考えられ

a. j先竹長制hにX，tする陥'j-j'i事 b. fHi兵骨長+第 3' 1-'子背 l~
fな|見j節I(riの傾斜角度 械什遠f立関節面の直線開l縦

図 2
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X PlJsVara同
o z ... o Vas官官

ム 時 四Var酬

mc-cω 

相

" u. 
30 

rw 
Duration of Symptoms 

1y. 3y. 5y. 1Oy. 15y 

図 3.Vari a nL と刀状'付の I I:ii~度および擢病WJ問の

関係

Plus， zero， minus varianlの3併でほ漬度の進行

が見なり mlllUSvanantに偏るほど進行が早い

vanant I況が有 )Jである また，関連した報告も多い

ーブj，前述の出拶!伎位で、の報告はわれわれが渉猟しえた

限りでは他に認められない それゆえ欧米の報告との比

較は困難であるが，現在までの報告を考慮すると，われ

われの結果では， pl us varian tを示す忠!rは欧米に比べ

て尚L、出現率を示しているとFt.'，われる この:I:mi¥のl

および zerovanantにおける本疾患の発症は 11111lUS

vanant 以外の発症要因の存イFを強くぶ唆するものであ

る.今回の検討では他の発症史 l苅は 1d、められなかった

が，いくつかの内子が重なり合って本信を発~I: せしめて

いる可能性もあろう.

1982年， 津村ら7)は， 阿I]{.本ハ不モテツレによる解析か

ら，本症発症の最大の原内は月状'i~'1こ対する応))の集中

であり，憐骨遠位閃節商の傾斜角度を減少させる wedge

osteotomyが有効である と総代した しかしわれわれ

の検討では， 発症'tl;'Ibj としても， X線{象 I~の圧潰度の進

行を"pめる同チとしても vanant に比べ健骨遠位関節

。
'" て3 。
c 

I~ 
x 

也B

匂

Lム

30 

。。 。 ムミ29。

29 >0> 24 
24 ~ X 

o XO  

2 o 0 
0
0 

'" ~。
O~ 0)( )(市

内 o00 耳

X A28 
0 企/j.

4 

。
tJ. ~ L> 

o tJ. 
o 

x x ，. 
~ 

~ 0 o 
A 

。 け
Duralion of S ymptoms 
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1y 

図 4 杭廿j創立関節而の傾斜角度とJJ状骨の阿波度お

よび権病WJ問の関係

傾斜角度とrFii't度の進行には明らかな関係は認めら

れない

1Mの傾斜角度はイイ立とzLZめられなかった.しかし，われ

われの検討はX線所見のみで行ったものであり ，同一レ

ベノレで議I治することはできないであろう.

従米 minus variant は発症要因としての見地からの

み諭せーられてきた感がある しかし今回われわれは

varIant と月状骨の圧潰度および初診時までの権病期Ij¥J

との関係を倹討 し vanant が rnlllUS側に似るほど，

X線像上の経過進行が早いという結果を得た.すなわち

minus variant は経過促進因子でもあると考えられた

この点に関しては今後さらに検討を加える予定である

文献
1) Hullen， 0.: ACla Radiologica 9: 155， 1928 
2)吉岡健治ほか 整形外科 30:1727， 1979 

3) Epner， R.A. el al.: J. Hand. Surg. 7: 298， 1382 
4) Palmer， A.K. el al. ibirl. 7: 376， 1982. 
5)奥i'l!'UIIほか 整形外科 33:1549， 1982 

6) Stahl， F.: Acta Chir. Scand. [SuppI.J: 126， 1947 

7)津村弘ほか 整形外科 33:1400， 1982 
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Kienbock病とその治療経験

1町reatmcnt01' Kienback diseasc 

宮地 [U'[11 伊藤邦|吾 信11!， I~ 清允*

本 F術法は，第 231111H 4(子の外科学会にて 'fU;;'し 痛がとれて，作業やスホーツが可能となり社会復川が確

たが，最初の症例lよりほぼ 5年経過したので，その治療 実であった '1'でも，握力の士削11は，ほと んど全伊11にあ

成績(11例〉に米干の考まちを加え報告する. り，術前術後のtl[11定値の不確実差を考えてもギ均 10kg 

手術法 の増加をみた -1"1対節の関節可動域は掌:屈，背屈ともに

皮切は，下背にて Sないしはし字状切|剰にてはいり， 改善がみられ，乍背屈全体では，平均で 21'の増加をみ

総m1i[1筋胞をg側に避け，子77動的Wi¥と背側手似!fj}Ji'(f'1派 た.同時にX線i象でも骨抜が増加，月状廿も強固にな っ

網をiì{~必する 背側手根!fj}J静脈網の場合は有Jirl')'， IIIi舟 ている

の場介には， 1'1-'手骨骨頭部まで剥離する 一方では， ) J 症例 1.jJ.fyl[ No. 6， 25歳，男 大工

状骨背11111に窓をのみで聞け，腐'行などを働限した 空か1 1975年ごろより， ../，手関節前iのため fをつくことが

化されたJl状'汁に，中手骨や有鈎廿より骨片を I血管束を できなくなり 1980年， 手術施行， 術後 3年を経過 下

つけたままで有革の状態でとり 出して， j市入した この 関節の修捕は消失し， T=-I対節の関節可!fj}j域も背知115"，

さい， IJ砂竹より海綿骨を採取 し十分に補充 した.術後ギ 学屈も 15"の別加， tH))も 28kgから 36kgに別加lし

プスンーネを似川し， 3~ 4週間の安怖をぷみたが，月 ていた。 X線像では'Ill.土質部での骨形成が強く '1↑も総合

:伏骨に対する1，';I7.Eは必要のない場合が多く，判|時，手十円

の運動を開始した. 表 1. J，'I'例の内訳

症例の内訳

手術症例は 11WIIであった(表 1) F術当時の患者の

年齢は 22歳から 56成にわたり ，術後観察 したWJ川は 5

/of.が 2{同]， 4年が 3例:3年が 3例 2年が 2例， 1年

が l例， 6ヵ月が 1fyl]であった 男性 8fyl]，女性 3砂i]，

催J也、例lは布側 8，左側 3伊I[で，不11き手側でなかった場合

が 2fyllであった。各症例とも，子関節iliS位の佐Miおよび

そのための機能障害を主訴とし業務などを統けること

が附難 となっていた X線像では月状骨は変形し， 分

裂化，似峻された大坪分類では 目 ~N のものばかりであ

った 外傷監をみると，業務と凶係ありと考えられるも

の 6WIJ， ゴノレフなどスポーツによると考えられるもの 4

名，主主り 1i'，に転倒した後進行したと考えられた症例で

あった.

術後成 績

これら 11例の術後の評価であるが(表 2)，全例に1冬

Key words: Kincback disease， treatmcnl， pedicle graft 

症例 No. |年齢， t'1: 職業

1. S T. (右〉 25hii:， ')) 工員

2. N. M. (庄) 35政， Yj 大工

3. y. K. (右〉 23歳，女 事務員

4. K. K. (右〉 27歳，M 大工

5. H. 'vV. (イ寸〉 25i&， ';!) 大T.

6. M. S (.{，) 56成，!J:. t M 

7. K. T. (羊i) 48歳， Yj 会社役員

8. H. K. (イi) 22歳，女 cf: 1:) 

9. T. S. (1，二) 22歳，W 1: Ll 

10. S. N. (イi) 39歳，男 ユ~ Il 

1l. A. S. (1仁) 44政，男 白山x

表 2 治療成績

経過年数 O. 5~ 5 '1 

底 力平均 10kg WiJJrI 
}[主i節 ROM 平均 21ゆ j行力Ij

外相.hHf

イ1:ー1iJ-:

{士可lir. 
スポー ツ

仕'h1-: 

仕.[五上

転倒

スポ ーツ

スポ ーツ

仕札ス
ポーツ

イ1:'l~ ， ス
ポー ツ

スポーツ

* N. Miyaji (医J-i:): 1同立療養所宇都宮病院格形外科 (⑤320

宇都宮市駒生 3，337; Dcpt. of Orthop. Surg.， National 

Sanatorium Ulsunomiya Hospital， Utsunomiya); K. Tto 

(講師j)， K λ1 ikanagi (教授) 自治医科大学i整形外科

術後全員に改il'i-がd、められ，スポ ツや業務小

III能である
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古い'i'l".Jfr線のiほの之があるが'，'J絞はそのあいだをi史

めている '，'1'吸収山線左が"よ:，fJlIJ，イifJllIが住lifJllI

図 1.J，dyll:3， No. 9， ~:I 僚の竹形成をぷす

している BMRではやや/，似11より'，'1"1止は少ない

症例 2.出似.JNo， 2， 33以，リj 大 |二

10年米ナタなどを使則している 1976年ごゐより，

作業1I.'fの泌!i(jが起り， 徐々に必化 1978年 5)1 r体i1血
行 米悦H、ケ子背部の正MやHU泌が皆明であり"tln¥ftほと

んど小，，[であった 凶 lは 5午後のX線像である， '1'1は

I'}生しているが，月状廿そのものの形は変形している。

tJi ))は 18kgから 34kgで， 17 kgの増加1，1)(，IIlIi ，，[動域

は 10"の増加がみられた。 "NOJJ或については流しい変化

はなかった 5年後の税イム木仁大工を続けている

症例 3. 定。1] No. 9， 22成，男

第 25田子の外科で'Ieぶした症例であるが， f~;i 後 2 年

で握力は 28kgから 3:;kgへと Jf'l)JII， [1 l!1節も吹加~ 15 ~ 

増加しており x線{象では， '，'1 肢も強1;';1となっている

sone mineral ana l yze r では~i C!ill fJ!IJ)よりやや劣って

いる(図 1) 

症例 4， 1，'r'(JI] No. 11， 44 i;!J.， リj

ゴノレフを始め 6 ヵ月後に J..:. i enbiick 州と診断された1，j'~

例.体I後 9ヵ)jを経過したがiW))は 21kgから 28kgに

なり ，1見lili'i"NOJ域も約 40ゾのJ杓)JIIをみ， X線像!日も改長一

がA られた。

考 案

Kienbock Mについて論じた研究は多く，そのJ京閃に

ついては主なものは栄長血管障台説， '¥'1'折説， 関節1iE

d$i.，先天奇形“やバ'，'1'の短縮など，いまだI議論も多し¥

しかしながらなんらかの外傷がイバ正し人 比較的長j切に

わたり進行， 'g化を繰り返し，ついにij:lkf'Iが虚脱状態

を11ミす疾患、て、あるということができる その症状は，ツ;

作Il，'jの TI込山(jiJJ(jを村徴とし 刀状"，}に一致して， J_!j，'jj 

や11'1))阪がみられ，出))の低 Fや rt民lili'iの伐l節可動域の減

少も )J¥Iわり， r以lili'iの若しい機能附;l?を忌す

その解析学的な{立i在をみると lìíï後で、は台形側 Ifli て:'~t

: 11 ) j状の立体が近位予恨廿列と '1'1と列との接点におい

て，なんら直接の駐~筋の千J'A'fーをもつことなく，他動的に

il'l.'i'J'1見|節由を手|長jJl↑Jの運動にさし、しすベりと 1''1転i運動を

している 手関節は，とくに手桜仲筋や屈筋の運動にさ

いし，その内圧をWI加させている そのような))が過度

に働いて有頭甘や)il状'It，三角骨に負担がかかり ，) J状

竹に集約されてこの Kicnbock病が形成されるものと考

えられる 第 31InlW:/J本臨床整形外科''/:会にて症例を

発ぶした

その病理組織では慢性の滑膜炎の州{象と， 骨組織で

は，壊死'rI'と|央J.:.fが村徴的であり，その川辺に新生骨組

織をみることがある 併牛する ({iI(立もあるが，虚脱によ

り，峻死部を修復するには十分であるとは考えにくい

木下体iil、は， 三のような月状'J'ì'に対し壊死骨と 'l~ 形

成に'占のある|夫J.!1三とを主主腿することにより状態を改符

し， .$Jrたに 1('11'1'*のついた骨片がはいり骨形成を促進す

る2，6 なお， 宇j新生のさいその祉的問題も，骨形成に

影科すると忠われる さらに， fo術のさい，月状竹州聞

とのIXI係も観察でき， f也の子桜'1<1との11参着状態がn々に

してみられる とくに布頭骨とのあいだの関節までを切

I)flすることにより， 1長j節"f!日J域も改持されることもあ

る.

文献
1) Dickerson， .J .Il，: .J， 130ne Joint Surg. 45-A・356，

1963 

2)保利害英 H4聴会，t~、 50: 1082， 1977 
3) Kienbock， R ・ Fortschr.Rontsenslr. 16: i7， 1910 

4)大坪 H・ 11~棋会ぷ 28: 522， 1954 

5)宵地直tr(: *柱形外科 31・1591，1980， 

6) 111島達也 I"J上 20:1472， 1959 

7)高111 関災得医学 18・349，1975 
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Kienbock病に対する有茎豆状骨挿入術の経験

Treatment 01' Kicnbock's disease， replacement of the 11Inate by 

the pisiform with Aexor cal'pi ulnaris tendon 

!支松 j克人

安永 |呼

阿部京 11{1

小野村敏信

池 HI克己

武川勝 t11'ホ

最近われわれは進行した stageの Kienback州に対し

て J-J 状 'iHI首 1+\ を行った後，パ側子根屈筋取~ (以 ド FCU

1院と目指す〉の千l 新した，~)状骨をtf!ì入する方法を 1jl、良好

な})J(:t;'iか得られているので，このやt>i式の詳細!と l年以 1.

経過した 6fyl)の成績について報告する

手 術方法

下|共l節掌側 で近位手掌皮!内線より TJ状骨部を総て

FCU)従に沿う波状皮切を用いる リ状骨に起始する小

指外'1去筋や同閣の各靭帯を切離し て'i状刊を遊離し，

FCU 胞を{、lJft させたまま 中枢~!lJへ反転する . このさい

尺骨動脈からの FCU腿または豆状廿への制 1(1[管が存在

すればこれを制作する(図 1a). 次いで以i1三根籾干14'を

縦切開しIE'I'tlJl経， 1rr!筋腿排を焼側へ1)1し1tt竹子恨関節

，.'(j5を燥IJfjする J J ik'i~・部に一致して佼'Il 下似籾fj ;，および

|民l節包を末的に柄をもっU字状に切Iffj し，弁~Àに起して

未納側へ反転する (凶 1b) 月状骨摘I.U後 1¥)-状骨を

tイi入し弁状に起した凶節〈止を元位置にもどして縫合する

(凶 1c) 

術後，予l苅節 20"背)ポ(立としてギブス包，:g;[llil:ぷを行

う :3 j盟後ギブスを除去し機能訓練を開始する

症例の内訳と術後成績

この1Mメ，を用いた症例は 6fyl)であり， 年齢は 40)歳代

i伊11，30歳代， 50歳代が各 1191)である(表 1) 催忠側

は.(i側が 3例，左側が 3仔1)でありうち 4WI)が利き腕であ

った 職業は大j':，工員，運送業の労働者が 4例，事務

職が 1fylJ. 1二島11が 1例であった

X線{象の stage 分類は， Lichtman1
) のものを用いる

と血型が 5[11]， IV型が 1例といずれも進行例である 術

Key words: Kienback's disease， pisiform inscrlion， (lCXOI 

carpi ulnaris tcndon 

" S. Shigematsu， M. Abe(幼教授)， K. lkeda， H. Yasunaga， 

T. OnolTIura (救佼):大阪医科大学終形外科 (Dept. of 

Orthop. Surg.， Osaka :¥[edical College， .，冶kalsuki)、 k

Takeda (部長〕 枚)jrfi民病院整形外科

後の経過観察Jm間は l年ユヵ月から 2年 7ヵ月 ，平均 l

年 9ヵ月である

疹痛にIxJしては， 全例， 術|前狗の;修客釘;州1庁川'riはi消内失したがi過l品3ソ

時なと'1にこ鈍Jr川州|庁而'riをJ訴Iえるものカが、3f仔仰例J何川lリ，Li.認包かふめbられfた4 しカか、しし， 

患患、者はいずれも}汽3与fしいJ悠客?梢f雨hの改手蕎専にt点満出出Ji足1己:していた

子関節目T![j}JJ或については， 術前は背}[l!が健側の 61%，

掌;屈が 47%と'千:}:J!のほうがより 11;IJ限が強かった(表 1). 

術後は背屈が健似IJの 87%， 術前に比し 26%， 平均 15-

の改善が認められた (ぷ 1，凶 2) 掌1mは健1JUJの 66%，

術前に比し 19%， 'JiY-.) 9'の改善を認めたがJtj:'伊1)1の改

善度が 50% と大きかったためであり ， 他の 5(91)ではほ

とんど改善は認められなかった(表 1，凶 2). 

tÆ力は，術前は世~1J!IJ の 4:05'-G'であったが ， 制ii後 68%と

術liIiに比し 25%， ち|λJ:)8 kgの改善が認められたc1丈

1，似12)

JJL~í.反Mは 3 から 5 ヵ )1 で rr[能となり Dornan :! の

評価では excellent 4 WIJ. good 2例であり己の術式の

成績はきわめて良好であった(夫 1) 

症 例 提 示

症例 1.43成， 女.右官U]， タオノレJJII工仁員.

術前の悠JrYjV;t.符ゆjであり rr[!日J域はn屈が 30ヘ ザJr¥

が 5"，握)J も住~~lIJ の 69% と 皆明に低 F していた〔ぷ J ). 

発症後 3年日に手術を行った

術前のX線像は，月状骨は骨硬化が強く踊平となり 'I'j・

折も認められた(l刈:0) 有頭骨の proximalmigration 

も認められ， Lichtmanの stage IDである i単位Ut尺i民l

節は nllll var山1l であった 術後の経過は 3週ではTI

状骨はやや尺側へ似(立し，側面像ではやや'字:s[Ijよりに位

置し月状骨折1出後の!日l隙を埋めている 術後 4ヵ月ごろ

より豆状骨の'汁萎縮{象が/1¥刻したが，術後 2;f7ヵJ'Jの

調貨H与には豆状'1'1・の人きさは術前の 2/3に縮小している

ものの骨萎縮像は改訴していた

し かし術後1釘而は完全に消失し，手段j節背J:I!は 80-，

掌屈は 50"と著明に改善され， 握力も健側の 86% に改

~ J_ 
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C. 月状骨摘U~後 FCU 腿

付豆状什を挿入し， Dl帯
と|菊節包をともにもどし

て縫介する

b. 乍側1尭骨手線籾帯と関

節句にU字切 IJlJを加lえ

屯》

a. FCU I院をつけて立状

'，'1を遊時Iする

手術)}il、図 1

表 1.!I仁例のいJ， U~ と術後成績
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症

excellent 

good 

good 

excellent 

excellent 

excellent 

3ヵ)J

4ヵJJ

4ヵ月

5ヵ月

4ヵ月

4ヵ月

86% 

63% 

93~旨

50% 

40% 

70% 

保)J (健側
比)

術 liij

69%1 

44% 

44% 

31% 

25% 

45% 

却価

原職復帰 (Dornan¥
術後 lによる j

ロT!fj}J減
経過観察

期Ii~

X線(象
slagc 
分野げ 術IIIj 術後

背凪掌刷 -I?IiH掌1111
30~ 5" 80~50 " 

50~30V 65~30。

40~35 0 60~35 0 

30~35 " 50~35。

45~45 " 55~45 0 

50~40ω. 50~50。
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* Lichtman ~こよゐ

/~;'しているので X線像の経過と臨床成績とは無関係のよ

うに思われた 患者は子体Iの結果に満足し術後 3ヵ月で

JJ~U;'1iへ ií.!:川した Dornan の評{出Iで excellentである.

症例 3. 44歳，':!-J イilJlIj，大工

体~riii r9r凡では， T=-I民j節背屈は 40"， 掌!百sは 35<，握力

は他側の 44%に減少し1'1:)度の広州のため{./ーがはまった

く不可能であった

術前のX線像では stage 皿の状態であった(図 4). 

術後は以状骨は.fll'_処!的な位置に州入されている.術後

Hヵ月ごろより以状'，'1の骨萎縮と輪郭の不鮮明化が出現

したが修!I(IのJI}発は生じなかった.術後 l年 2ヵ月で骨

萎縮がさらに別強したが， 術後 I年 10ヵ月の現在では

'1状骨の輸点目は明|僚となり ，骨委縮像も改善し修復像が

Il¥flIしてきている

話
)J 

術後

jffi 

術前

b・'字 J:I! c. 

子関節"f{J!JJ或とJ"kUJ

(叫開Jt
'

100 

，0 一号

f
一一

酬

%
削

50 ヂ
術後

図 2

術前

a. 1'f 

(償問Jtl

'1. 
100-1 

50 
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Kienbock病に対する有率豆状'，']'J前人体「 1861 

a. j桁，iilでJJ状'Icjは

骨1皮化が強く i品、v
化し，骨折を認め

る.

b. 術後 3.iI!'Qで 1J.

状骨はややj叫!IJへ

(M!立しているが，

側面像では2幻ιし

た位置にある

C. 術後 4ヵJJで，

軽度の什萎縮i象泊、
出現している

d. 術後 2，下 7ヵ凡で，

'内萎縮は改ili;したが，

豆状骨・は約 2/3に縮

小している.

図 3，症例IJ1， 43成，y: (イ7似11)， Ul 

a. 11-1'日lで骨使化が

強<'百折 も認めら

れる

b. IAii後 3.iI!'Qで ='>1

~J\'，'l は，ìíl 後 ・ 側面
像ともに良好な位

ijli:1こj，fi人されてい

る

c. /tIii!:l;: 1 'ド 2ヵ月

で，比較的強い骨

吸収像が認められ

る

d. 制ili:麦l年 10ヵ

JJでIJ状肯 の輪ま1¥

がやや明|僚となり

始め修復像と jぷわ

れる

図 4 症例 3，44 h'&，リ1イinuJ，大_l

e. IAiI 後 1，ド 10ヵ月

後の下院|節造影で，

FCU 腿への流山を

認めるが張状骨部，

midcarpal jointへ

の流川は必められな

手関節造影にでも FCU 腿への流/1¥は必められるが，

1]_状骨挿入部 midcarpaljoint への流/1:は認められな

かった(図 4)， 

に運動1I.'f!!百や不快感を感じている 掌周は 35"で改善は

みられなかったが背加は 60叫に改善し梶))は健側の

93%と{i:rYJな改善が認め られた 術後 4ヵ月にて大て職

へ仮出11 し . Dornan の~'I'(IUiによると good の )Jx:l'i't である.術後，術前の1的，'riはまったく消失したが，IL'fに過労H年
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図 5 rj状'，'1への栄養血儒

考察

Kienbock病の治療には数多くのJ;il、が報告されてい

るが，病期のすすんでいないものにはが~'I'J・短縮骨切り

術3 または尺竹延長術的が用いられ，JlJj JYJの進行してし、

る例では月状'円 J尚IHとi'I家腿')または silaSlic implan l 

の挿入術6)が今円では主として1I"われている いずれの

術式においても一定の成績は得られるようであるが， 庁

壮年JtIJにH発する本症に対し人 1)!7dを挿入することは長

期経過のうえではなお問題を残しているように思われ

る このため峡死に陥った月状'，j"をI'}牛させるべく 1(ll竹

点を移航する新しい方法7) も紹介されている

筆者らは月状'白摘出後血符柄と j亡側手根回筋胞をイ、lし

た IJ状'ì~ を移植する Sa汀;H-S ) の術式を知る機会があり，

livi暗 boneにてi丙換するこの術式に興味をもち， 1980 

{Iーより追試を行ってきた 最近発友された SafTalらの

z論文をみるとわれわれの11った術式は若干彼の方法と異

なるが，術後成績は t述のごとくきわめて良好であった

本fW式の問題点をあげると以状骨は月状什摘11¥1去の間

隙を埋めるにはやや小さいこと， X線上，術後 3~8 ヵ

JJにかけて夜状'，'jの'il1芸術{象と輪立1;の不鮮IYJ化が生じる

ことである.

Iヨ状骨が小さいのは主として側l(rI(象で人た場介である

が，術後に有jiJl廿の軽度のιl'枢移動は'1じるものの不安

定性はなく jj[脱iJf¥J:をとるような例はなかった SafTar

は脱臼しないよう刀状骨の背側の一部を残し Kirschner

銅線による[山|うどを行っているが，その必要はないように

}JJわれる 術後みられる骨萎縮像は豆状骨への血行が十

分でないことによるものと考えられる SafTar 'i FCU 

舵だけでなくパ'口動脈より直接立状骨へ分岐する血管束

をつけているが，各医者らは術仁1"にこのような血管を見出

しえなかったため， FCU 艇のみを十l活させてy状骨を

姉入した.最近行った新鮮切断肢の解問所凡では尺骨動

脈より l則定'，)状'11"へ分岐する血管*を確託、しえたので，

術巾顕微鏡などを用いて注意深く観察すれば血管米を見

IUすこ とができると恩われる. しかし J(Jl管束をつけすe

FCU )1iJ!だけを付 した張状骨の1rfi入によ っても一時期甘

萎縮像はII¥JJ!.するが，のちに改持され壊死骨とな った杭

例はなく，骨 scintigraphyにおいても豆状骨の uplak(' 

の減少はみられなかったので'，)状骨は livingboncと

して機能しているものと考えられる さらにX線像の劣

化とは無関係に臨床痕状は改善しており， FCU肱nを付

すだけでも十分良好な結果が得られるものと思われる.

当初は FCU腿の移行による子供j節の屈llll力の低 Fを心

配したが，握力も増強し下関節の不安定位、を訴えるもの

はみていない.本術式の最終評価は長WJの経過を観察し

てからなされるべきであるが，現在までのわれわれの経

験では進行した Kienbock病の手術法として有用な術式

であると考える

結語

1 )進行した Kienbock病 6仔1)に対し，月状骨摘出後

に FCU舵付Jtのd状骨挿入術を行った.

2)全例とも術前の疹痛は消失し，手|見l節可動域，握

力改詳を認めて現職へ復帰した

3) X線{象では 3~8 ヵ月で官萎縮{象が出現するが峻

死骨になった例はなく， r時の経過とともに修復像がIH現

しTニ
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母指 CMI対 節症

一一 第 1報 X線所見と臨床症状の検討ーー一

Arthrosis of the carpometacarpal joint of the thumb 

今村正〈太郎

貞松繁ゆj

、|λ肝英 1.'; 111 YI:I~ì );: 

，;'¥;尚 A 千和i¥11<1 11;本

l手指は lの機lì~ 1二，もっとも i主要な位ti'l:を占める と

くに CM1民|節は saddlcjoinlで多方向の!fVJきを有し，

その有痛性関節痕は手の機能にi1l大な影響を及ぼす し

かし X線(象 1..汽しい変化がみられるにもかかわらず，

泌州もなく ADLに障'汗のない症例にも遊巡する そ

こで今回われわれはX線像 I..OA 変化のみられる症例

の発生頻度，またX線所見と臨床佐状の関元liなどにつき

検討を加えた

対象

j必よ:2 {I三間に当朴ならびに|共Jill病院予の外科外米を受

みならず lrapezillm )，'，j 聞の他の JI¥ll節を縦し/1¥すため

に凶 1のような内定f?を!日い， jm与を行った 臨床痕状

については，疹Jifj， IINVJHi，握)j， CM関節の slabilily，

ADL 防~I;.などにつき l調作した

結果

X線像 1.CM  t長i節に OA 変化を"Eめたものは， 男

27 WIJ，女 68f9'ij，計 95[911であった CN.1 ). 調査1I ，'f{r~齢

はりj16~88 成(平均 6 1. 5 t;u， y_' 48~97 歳 (平均 68.4

成〕であった 50代以降に好廷し年齢とともに).l"IIJ[Iす

る傾向にあった 発生頻皮はリJ5.8%， ~ぐ 1 20% ('1λ均

a. 60' 1"1いl伎で‘而fJ1lllrijlL'HM影 b. Trap白川町】周開の 4関節面がよくわかる

図 1

診した者のうち，リj462仔II!，(566例，五十 1，028仰lにつき

調脊ーした 慢性IYJ節リウマチは除外した.

方法

X線1Mt;例土原l!Il として 2 ブil古l 担ti~!.; とし ('~ [ 閃節の

Key words: CλI joint， thurnb，川throsis

* K. Imamura， E. Hirano: Jミ附大乍牧形外科 (Dept. of 

Orlhop. Surg.， School of !'.Iedicinc， Nagasaki Uni-

versil y， Nagasaki); λr. Tomita 大浦診療所整形外科，

SadarnalSU 貞松整形外科J，)j院:T. Suga:健康保険誠't'病

院整形外科: K. Chiwala 千綿病院格形外科

9.2%)であった さらに好発年齢と!ぷわれる 50代以降

についてみてλると男 9.6%，交 19.5%(平均 15.8%)

で，いずれも約 1: 2でk刊に多い傾向 がみられた. x 

線像上 OA変化を示した(，，"例を BlIrlon の分類に準じ

て slage1より slagc4まで分類した BlIrlonの分野l

(1臨床症状をも加味した分類であるが x線像変化の

sCVCrtly をうまく夫現しているので， X線奇1'{llfiの部分を

参考にした

Slagc 1 小さい spur，軽伎の|期節裂隙の狭小を唱す

ー_-ll-'--
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表 1.0八 変化 (X線 IJの年代目1I分布

1p代 screemng 
dcgenera I i ve 

% change 

う号 66例 3仰l 4.5 
20代

女 46仰l 。 。
リj 70例 。 。

30代
b二 70例 。 。
)) 98似i 2(，列 2.0 

40代
1λ 106例 l(抗i 0.9 

107(列 '1(掛l :~. 7 
50代

iλ 153例 13例 8.5 

64 (列 9(01 14.0 
60{~ 

女 94例 20例l 21. 2 

70代~男
57例 9仰l 15.8 

女 97(，列 34例 35.0 

男 462(，列 27例 5.8 

合"十女 566例 68例 12.0 

1，028例 9.5例 9.2 

男 228(冊l 22(列 9.6 

50代 ~ 女 344(01 67(日l 19.5 

572 (列 89仰l 15.6 

る

Stage 2 : rll節裂隙の狭小化が進行し丹硬化像も答

l珂となり， spurも大きくなってくる

Stagc 3: CM 関節のみならず trapeZ1lllll 府間の他

の関節にも OA変化がみられる

Slagc 4 第 l中手骨が内転拘指討をきたし， 代償的に

MPI民!節が hyperexlensionするなど，変化が MPI渇節

にまで及んだもの. Slage 1，49 (YII 51. 6%， slagc 2，30 

仰131.6%， stagc 3，15例 15.8%， slagc 4，1伊111.0%で

あった X線像 1:OA変化を11:包めた95秒11'1'，臨床症状

を有するものはJ}13例， 女 17(9IIJI-30例であった(表

2). X線像変化がなく定状をわするものはなかった

I，r.j側性 8例， Jl-{HI)性 22秒11， :.( i 12 (711左10例で幸1)き手と

のIX-I係は明らかでなかった。 Idiopathicリ)7仔11， !J: 16 

(ylj計 23{711であった 外似のi出lやが明らかで， 受傷後症

状の/l1.mした lraumaucは'}j6例， 女 1(yllt十7仔11であ

った. 症状の斜度と各 slage との|共l係を凶 2に示す。

らlage2以 l二で症状の:1 \JJt 'f;が I:' :j~ 、 しかし stagc3な

ど， X線マ:(1ドJにかなり進行した|時期jでももj:状のない痕例

X線 (I~
2t化

臨床徴
(民

sever 

mild 

none 

.. 

ロロ

表 2. iJE例の分訳

リ1) 27例(45 f) L_ ，，~~ ， bilateral 68例
}95 (163) 

!J:. 68例 (118子) J 'unilateral 27例

男 13例(15子) L~ ， ~~， bilateral 8例
}30 ( 38) 

!J:. 17例(23手) J ' unilateral 22例
(右12，/tC10) 

idiopalhic 23例(リ)7例，女 16例)

lraumatic 7例(リ)6例，女 1(，列)

ロロロロロロロロ ロ・. . . 

ロロロロロロ ロ. ロロロロ ロ

ロロロロロロロ ロ ロロロロロロロロ 000ロロロロロ
ロロ ロロロ ロロロ ロロロ ロ
ロロロロロ ロロロ
ロロ ロ白ロロロロ
ロロロロロロ ロロ
ロロロロロ

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 

。idiopathic ・traumatic

図 2 佐状の程度と slage の関係

がかなりあることがわかる. Slage 1の症状 sevelな 2

例は 10代， 20代の lraumatlc例である. Stage 2の症

状 scvcr群では152壮年者が多く， mild 1洋て‘は山齢者が

多かった.同様のことは stagc3についてもいえた.

考 察

Auneは 40段以 上の 96人の!J:.性のうち 21例 21.9% 

に OA変化がみられ， その半数に軽度の症状をみたと

述べている 布痕状群，手術施行群の検;、Jではあるが，

男女比について Auneは 1: 10， Haf干aJccは 1: 6， Dell 

は 1: 9と報竹している. 今1"1のわれわれの調査では 50

代以降で 15.6%にX線像 l二OA変化がみられ男女比

1 : 2で，諸家の報告とやや異なった結果であった

Roben 以来， 前腕1"1内位で、のX線船影の有用性が強

調されているが， われわれも図 lに示したごとくがj60-

Ir:u内似での阪影を行い trapeZlum周囲|苅節が圧しく船

影されるようにした Ha仔ajeeおよび Swansonらは，

trapCZllllTI 周関関節の OA変化の:Hm率をそれぞれ

CM2， 57%， 86.2%， TT 27%， 34.6% とかなりの高頻

度で報作している.われわれの場合は CM2，4. 2%， TT 

3.2% と著しく少なかった(表 3). Nonh らは， pan-
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CM， 

CM2 

TT 

TS 

表 3.Trapezium周囲民l節の OA変化

例数 % 

|男州 (45手)L.... /<  ~~_， I 
f95例 (163手)I 100 (100) 

l女 68例 (118手)1 ...， 

失I 1例 ( 1手)1
I ~ 3~; e 6~; t 4例 ( 7手) 4.2( 4.3) 女 3例( 6手)1

!JJ 0 1 
f 3例( 6手)I 3.2( 3.7) 

女 3例( 6手)I ..， • / ! 

男 l例( 2手)L.. . ~ . _， I 
i ~ 11 ~; e 19 ~;f 12例( 21手)I 12・6(12・9)
女 11例 (19下)ー

C恥1，:trapezial-thumb metacarpal joint 

CM，: trapez凶ー1吋 cxmctacarpal joint 

τ'T : trapezium-trapczoid joint 

TS : trap口 ium-scaphoidjoint 

trapezial osteoarthritisについて，U体を使いX線診断

と解剖学的診断の比較検討を行っているが， CM(> TS 

に比べて C M2，TTの OA変化は議ー しく少なく X線撮

影の方向がわるいと ，false positiveにtl:る可能性を示唆

している. したがって，診断治療方針の決定に当たって

は正確なX線織影が重要であると考える

有症状群と無症状1洋の差異についてみると， 有症状

群は日常生活の活動性が高い青壮年者に多く， とくに

traumatic例が多かった.無症状群は，高齢者，idiopa-

thic例に多かったが，これは変化が潜在性にゆっくりと

進行するために，その状態にJI闘応し日常生活に不自 由を

感じないためのようである CM関節の instabilityの

強い例は，症状を有することが多く，外科的治療を要す

る場合はこの点に留意する必要があると考える

まとめ

1) 1，028例につき調査し，9.2% (50代以降で 15.6

%)にX線像上 OA変化をみた. その約 1/3が症状を

有した

2) Stage 2以上で症状の11:現しやすい傾向にあった

が，X紛l所見と臨床症状の一致しない例もみられた.

3)高齢者では，症状も軽く保存「ドJ治療で軽快する例

が多かったが，青壮年者〔とくに traumattc例〕では症

状著明で保存的治療に抵がしする例が多かった.

4) X線の娠影方向の主要性につき述べた

文献
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過去 11年間における Dupuytren拘縮症例の検討

Cases with Dupuytren's con(rac(ure seen in the past 11 years 
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1-'1 P、j裕雄

前川雅之

左 (15手29指)
園手術施行

指数

15 

10 

5 

。
母指 指示 指中 環指 小指 母

相11 原泰

塩川優一

右 (24手42指)

図 I

指で，男 28仰1.女 l例であり ，このうち右手は 24手，

左手は 15手，両側擢患は 11例で全体の 34%であった

手術を施行したのは 16 例 1 8 手 (55 .2 ~わであり ， 発症

から手術までの平均期聞は 4年 8ヵ月，経過観察を含め

Key words: Dupuytren's contracture， open-palm method， 
collagen 

本 H.Inoue， Y. Yamauchi (教授)， Y. Yanagihara， S 

Tanabu， A. Watanabe， M. Numajiri : I1回天堂大学整形外科

(Dept目 ofOrthop. Surg.， University of ]untendo， Tokyo); 

Y. Shiokawa (教授)， S. Abe 同大学内科.

田名部誠悦

阿 部重人*

とくにないようであった.

手術1~Ï式については，拘縮を起した手掌腿膜の縦走線

維を可及的に切除するのは型通りであるが3)， 皮切およ

びj支出形成訟は，症例個々の広li可の伸展性を考慮に入れ

て決定され，拘紛iの程度とはとくに関連はなかった.皮

Ii句のや11展性のよいものには，zigzag切開に適笈 Y-V法

を併用したもの(手掌部では 6手，指節部では 5手に施

行)り， あるいはZ形成(手掌部では 2手， 指節部では

11手に施行〉を行い， イ中展性のわるいものには， 開放

療法(手等;部のみ 10手に施行)o，めまたは遊離植皮7) (折

節部のみ 2手に施行〉を行い，いずれも創治総良好であ
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表 1.Meyerdingの分類 表 2

grade 
(+) (ー〉

O. JillrllJ約絡はなく ，ただ小 9手 。 9 
結itriがあるのみ (23mi 

l. Ju! llil拘絡をただ 1指に訟 9手 4 5 
める (23.1%) 

2.刺l出拘絡が 1m以上に及
5手

.. cが各指とも Jil!11I1角度総
(12.8%) 

2 3 
手1160"以下

3. 少なくとも 1H'iに600 以 16手 12 4 
上の屈1111抑制n (41.0%) 

4. 全指に屈IIIt約締 。 。。
( 0) 

った 手掌部開放療法は 10子 (55.6%)に行い， いず

れも成績良好で，自1)閉鎖までのWJ聞は 4週前後であり ，

皮!荷の過緊張を生ずることがないため，疹li'I'i，血腫，1支

)内線死，感染もなく，創閉鎖まで通院を必要とするとい

う欠点はあるが，よい方法と考えている.術後は，f中j艮

{立ギプス副子を約 1週間装着させ，や!I}.艮不十分なものに

は，イ申展装具装着ーや，薬浴を併用しながら，積極的な到(

学療法を追加した.

術後成績は，表 2のごとく，おおむね良好で，[;!i!有折

tlJl経損傷など術後の合併症もみられなかつため.

次に I例につき，切除した病巣苦sの組織培養を行い，

この組織につき鐙光抗体法によるコラーゲン分析を行っ

た.症例は 52歳男性で，発症より 7年， Meyerdingの

病態分類 grade3である.切除した病巣部を Dulbecco

の MEMJ:fi必液に 10%の FCS(仔ウシ血清〕を加え

て 5%C02の条件下で定法どおり組織給養を行い，3~ 

7日間培養した組織について 1からWまでのおのおの

の typeのコラーゲンに対する抗体を使用して間接鐙光

抗体法を施行した 図 2は， type I1の抗体で染めたも

のである.

従来より本疾患の成問に[l)し，多くの説が唱えられて

きたが，近年，生化学的分析在、の発達に伴い，この方面

からの解明がなされてきている それらによれば，約締

を起 した手掌腿膜部は，通常のものにはみられない

type ][の コラーゲンが豊富なこと ，lysyloxidase活性が

高く ，hydroxylysin， uronic acid， hexosaminなどの合有

企が高いことなどが知られている9，10)，これらの所見は，

木疾患病巣部の細胞の actlvltyが高く， コラーゲンの

turn overが早いことを示し，創傷治癒機転中の幼若な

肉芽組織と同様の性質をもつものであるという ことがで

き，この方面からの病態解明の糸口となりつつある.今

満足度

1. JI・?誌によくなり満足している 11例
(68.8%) 

2. まあまあ満足してし、る 4仰l
(25.0%) 

3.術 liiiと|司じで不満 l例
( 6.3%) 

4. :11Hじして 凶っ ている O 
( 0%) 

Tubianaの s沖佃1基準

阪 外観，機能主 もIl常 6例
(37.5%) 

良 粍皮の:!f.J副主主Eって L、るか術liiiの 9例
状態と比絞すると多〈の改:ヰあ (56.3%)
り

可 術前よりあまり改;.;， が入ら れt， 1例l
( 6.3%) 

不可 術前主かわ らtn、か，かな り:I!'(化 。
してい る ( 0) 

図 2. Type]]コラーゲン抗体による後光抗体法で

染めた病巣 {fi~ 下乍l削除 (400(の

回は，í定例も少なく，杉~'.井;結-*を報告するにいたらなか

ったが， 今後は組織消長のさいの growth curve の分

析，可裕化され抽出された部分のものにしか lypmg を

行いえないとされる従来の SDSヶソレ屯気泳動法の欠点

をとらえる鐙光抗体法を利用した 明)mgや，さらにコ

ラーゲンに関連する 日bronectin，lamininc などの結合

織蛋白の検索などを行い，木疾患の病態につき，検討を

重ねてゆく予定である.

結語

1 )過去 11年間に，われわれの教室で経験 した Du

puytren拘縮症例 39例につき， その病態， 治療，手術

成績について検討した

2)皮切および皮h可形成法は，症例個々の皮膚の伸展
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性により決定したが 10手に施行した開放療法は， 成

績もよ く，よい方法であると考える.

3) 1例につき，病巣部の組織地養を行い， 1豊光抗体

法によるコラーゲン分析を行った.ヌt>:法を利用して，今

後本疾患の成因，病態につき検討してくゆ予定である
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上肢の|刻節拘縮に対する dynamicsplint療法

Dynamic splint for joint contracture of upper extremity 

岡 義範 岡本仁志、 寺 rIl 作 今井

|付 IJLj旅-nlゾ

当1

石黒隆 伊 藤 75康

上肢の関節拘縮に対する治療法のーっとして装具療法

はきわめて重要な位置を占めている.この観点よりわれ

われは効果的で使用しやすいことを主眼とした装具療法

を心がけてきた. 共同研究者内西は第 241"1手の外科学

会において「手指にお ける各種装具の鮒介」を行った

が，今回われわれは手 ・!日開節の装兵のM1介も加え，上

肢の各関節の拘締に対して使用した dynamicsplint を

中心に追跡調査を行ったので， その効来を中心に報告

する

調査 対象

1971年 1月よりの 2年間に， H旨， 子，}Jtの各I.YiI節

の拘縮除去の目的で使用した dynamic splint は 92例

であり， そのうち 4ヵ月以上経過し追跡調査 しえた 66

例， 80装具につレて検討した おのおのの装具の特徴と

その内訳を述べると， PIPまたは DIP関節あるいはそ

の両関節の屈曲または伸展角改善のため，硬質スホンジ

とオベロンゴムで作成した fingerknuckle bender (以

Key words: dynamic splint， joint contracture， upper 

extremlly 

* Y. Oka (講師)， H. Okamoto， H. T白 ada，N. lmai (教

授):東海大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， School 
of Medicine， Tokai University， lsehara); T. Ishiguro : 

国立療養所箱根病院 ;Y. Itoh (~，~r:llj)， K. Uchinishi (講

師):皮悠義塾大学整形外科.

下硬質スポンジと l呼ぶ〉の使用例は 33例 47指である

木装具は大 ・巾 ・小の 3種類を用意しておき症例に応じ

てただちに使用する

MPI渇節の仲良拘縮に対して，薄くて柔らかく伸縮性

の大きいオベロンでstrap状に指の背側をおおい，ゴムの

郊性を加えた knucklebender (以下elasticknuckle glove 

と呼ぶ〉の使用例は 21例である. 本装具は， 母m用，

'1'指用，数指用，全指用などを症例によって使い分ける.

手関節屈曲 ・伸展用装具は可能な限り簡易軽量化し

ゴムで jointを介して掌似IJまたは背側に持続牽引する も

ので， 5例に使用した.

肘関節用装JLは 2または 3mm 任のピアノ線 2本の

際性を利用し j，l，j端の cu汀のテコ 作用を利用したもの

で 9例に使用した(凶 1). 

以Jおのおのの dynamicsplint について，以下に述

べる LI.他党的効果を検討した.

結果ならびに考案

硬質 sponge 33例中原曲用は 16例 20指に使用した.

木装共は一般の fingerknuckle bender や Capener高Ij

fなどに比べて小さく金具を使用していないためもち運

びやすく ，また隣接指の屈伸の邪魔にな らない.本装具

の平均装着期間は 3.6週で 1日平均約 80分間とやや

短かった 約半数の症例lは疹痛を，また小数の者は循環

障害のため長時間は使用しえなかった 症例の 1/3は装
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a. Hard sponge b. Elastic knuckle glove 

c. Dynamic wrist splint d. Dynamic elbow splint 

図 1.われわれの使用している各種 dynamicsplint 

'PI Pj 

0
0 

900 

01 P j 

O~ 
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図 2.Jii1!質スポンジ(属曲用〕装着前後の平均 ROM
PIP関節で 200，DIP関節にて 260

の改善があ った

着後 1ないし 2週で原曲角が急激に改善し，その後徐々

に変化し，平均 7.3週で平担化している.

本装具使用例の平均 ROMを茨木の表示 した図表に

ならって示すと， 獲得した屈曲角は PIP関節で 200，

DlP関節にて 260

であった(図 2).屈曲角が改善して

くると牽引効果が弱まるため，スポンジを中節部に当て

基節と末節部にゴムをかけて屈曲効果の増進をはかって

いる. したがって図 3におすごとく ，装具使用前の拘縮
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図 3 初期的紡肢位角度と装具使}I-j後の屈曲獲得角の関係

初期拘縮肢{立角度にかかわりなく装具はほぼ有効に('FJrJしている.

角度にかかわりなく屈曲力が('PJIIL効果をあげている

イヰi展ハlIi史1'iスポンジは即:llIl川を以士、jにして仲展JIIとし

て用い 17例 27折に使用した.装;?'fWJ聞は平均 3.3週で

1日平均約 150分間装着された 装着後約半数が，~I，激な

改善を示し， 2時間でほぼ正常Iql展位を得たものもある

平均 7迎で改善度は停11-.した Extension lagの改持は

PIP関節で 17
0
，DlP 1Yi1ili'iにて 7'であった。イIjl)反対i本

装具では PIP関節の初期 cXlcnsionlagが 30'以内の

症例はほぼ治総しそれ以 卜のfTj度でもかなりの改善を

得ることができた.

MP  1*1節伸展拘縮に対して111l、た cJaslic knuckle 

glove 21例は， 平均 17週間 i日約 6時川とよく使用さ

れており ，約 50%が lないし 3週以内に急激に改善し，

平均 8.6週で改善肢は、1"担化した

MP関節のj:i，)拘w例は当該関節にとまらず， PIP， DIP 

関節まで拘紛がfえんでいることが多く ，よって一般に普

及している knucklebenderが.i'v[P 凶節のみに屈曲1'1'

用があるのに比べ，木装具は全i主1Mの屈曲角改善を得る

ことができる.また装着感もよくかさばらず，指の屈伸

時に変化するその背側一長に順応することができる 改善

度は M P関節 26'，PIP関節 39'，DIP 関節 31。と，

きわめて効果的であった また，初期拘縮角度の如何を

問わず有効に作用した.

F関節の dynamic splint を装JRした 5秒.IJでは伸展

18' ，屈曲 6'の改善を得た.

JJt関節用 dynamicsplint は伸展JIJ9例，屈曲用 2{7IJ 

に使用した.本装具はきわめて簡易で経く ，洋服の羽11に

も通しやすく ，日立たない利点がある その効果はが~6

書1Iが 2ないし 3週以内に急激な改善を示し改善度の玉li.

担化も約4割が 3週間以内と早かった 平均獲得角はIql

j長16'，J:TI曲 350
と著しい効果をノJえした 初期拘縮肢位

角度もその効果に影響はなく，良好に作用している.

次に dynamic splint療法全体に膨響を及ぼすと考え

られるいくつかの閃 fについて検討する.

まず受f~または 1.術H年より装具装着までの期|首lがその

公b栄に与える影響は，凶 4の elasticknuckle glove f711 

てソメすこaとく全装具に共通して 1年以内ではそのだを-Q.

lHしえなかった 長期放位例が少ないため時間的な装共

通応限界は明らかにできないが，拘縮jPJ聞にかかわりな

くまず本療法は試みられる価値があると考える.

次に各種疾患や煩(!h組織または部位がその効果に及ぼ

す影響については対象が多岐にわたり明確には論じえな

いが，PIP関節約締例では挫滅を伴った腿損傷または骨

折例や myofibrosisをきたした例などが不良であった.

MP関節拘縮例では手背皮膚の挫滅や高度の浮腫を伴う

骨折例などが，また手関節拘縮例では手根骨の脱白骨折
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例への効果が不良であった

最後に年齢が及ぼす影響をみると ，各装具使用例につ

いても切らかな差は認められず，年齢にとらわれずに装

具療法の適応があると考える.

以上われわれが使用している各種 dynamicsplintの

紹介とその特徴およびその効果について述べた.

手m熱傷搬痕による屈曲拘縮の治療経験

E lastic Knuckle G love (M P j ) 

0

0

ぬ
A
V

0 
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図 4. 受{おまたは手術i時より装J~装局ーまでの期間が
装具の効果に与える影符(elastic knuckle 

glove WU， MPj) 
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手指熱傷娘痕による屈曲拘縮の治療経験

Treatment o[ volar burn scar contracture o[ the hand 

明石英 夫*

受傷l刷局としてポットの熱湯によるもの 7例， スト ー

プ6例，アイロン 2仔11，もっていたナイロン袋が燃えた

もの 2例，火ばち，いろりなど各 1例である.受傷時年

齢からも予処!される ように，つかまり立ち，処女歩行開

始とともに行動半径が説、がり，物につかまりやすくな

り， したがって手の屈側とくに手掌部の受傷が多くな

る.熱湯の例は H日lを除いてすべて手掌から指に及ぶも

の，ス トープはその半数が折に及んでいた.熱湯の例は

手背にも熱傷が及んで多少の搬痕も残しているが，総じ

て軽度であり拘縮をきたしたものはみられなかった 縦

痕が手学より指に及ぶもの 15例， 子婦のみのもの 7例

であった 手指といっても指腹部まで及んだものは 2例

のみで，大多数は DIP関節より末梢は温存されていた.

ぐF(i!i義 IYJ

乳幼児の手の熱傷は，熱湯によるものが多くを占め，

かつ子掌部が多い.生じた拘縮に対して，対象が小さく

手術のやりにくいこと，再拘縮の予防の困難性，発育に

伴う二次I'I'')変形， 1三術11寺j切などの問題があり ，これらの

検栄のため症例lの検討を行った

症例

3歳未満の屈曲拘純治療例で 5年以上経過した 22例

を対象とした男 12例，女 10例で受傷l侍年齢は 1ヵ月か

ら2歳 6ヵ月，受傷から再建手術までの期間は 1ヵ月か

ら2年 6ヵ月 ，追跡JtJJ聞は 5年から 11年 10ヵ月である

左手 15手， 右手 9手で両手が 2111Jみられた. すべて'内・

関節にX線上変化のない，腿j，神経， IflL管などの変化も

あまりみられない， 清水ら 1)の拘紛度判定基準では終に

当たるものであるが，彼らのいう PIP凶節拘縮角度で

は，重ないし中にあたるものがほとんどである

，'，. J:ノ
!日1 1シ

初期治療として，大多数が単なるガーゼ交換ないし軟

行塗布に終始しており， 早期の debrid白nentや植皮術

を受けたものはなく ， 1例が受傷後 3週間で中間層値l支

術を受けている.外科医の初期治療を受けたもの 16例，

l支!内科 4例，整形外科 2例であった.創の治癒に 3週間

から 12週間を要していた目

再建手術は Z-plaslyのみの 1例を除いて，他はすべ

Key words: burn scar contl'acturc， f1exion contracture 

* H. Takasugi (講師)， Y. Mori回， H. Akashi:岡山大学整

形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Okayama University， 
Medical School， Okayama) 
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て級決切除ののちftU至部より採皮した全問値皮術を行っ

た. 初期の ものは側正中部まで健常な皮附を含めて剤使痕

切除を行っていたが，成長につれ縫合線が屈側にずれ屈

IJtI拘縮を再発する症例がみられたことから，告IJ縁をなる

べく zlgzag としカか通つ健常な皮h句はf打!l目1tiイ什{-することに

努めている 術後は指イ伸申展位に保ち t凶l凹C 0仰VC町rd小res白 s引11川n

を行つてしい、る

結 果

再拘縮をきたし修正手術を行ったものは 1秒11で， l{ylJ 

は術後 1年後と 10年後の 21"1Z-plasly， 他の 21mt6 

ヵ月， 9年後植皮術と Z-plaslyを併せ行っている.ま

た今阿の調交で拘縮のI'f発がみられたが， 患者の ADL

上支障なく放置しているものが 3例みられた 1例は術

後 8年で折の外転にさいして指!日j部が多少つるもの，他

の 2{yllは析の DIP関節の軽度の加IJtIj:{~'縮をみるも ので

ある.先の一II}手術の 3{同lは，原閃が熱湯，いろり ，もっ

ていたナイロ ン袋によるものであり，あとの 3例は火ば

ち，ニクロム線，熱湯となっており，熱湯の 2例はいす.

れも術後 11年 8年で拘縮を生じており， 発育に伴う

ものと考えられ，他はすべて熱傷の程度が強く術後の拘

縮予防が十分に行われなかったものであった

有Il皮j十の硬度はすべて軟らかく移動性も適度であっ

た.ただ冬になると皮片の一部にしもやけ様の変化やひ

び筈IJれがみられると訴えたものが 2伊IJみられ74.しかし

創縁の肥厚や抵抗性の低下はみられなかった.皮片の色

素沈着はすべてに残っていたが，術前によく説明してあ

ったためか，多少の不満を訴えるものが 6例みられた

知覚の獲得に関しては，すべてMJiと触覚はみられた

図 1.10年後水かき形成がみられる.

が， f行尖1mの狽1おが少なし、ためか，知覚に対する不便を

訴えたものはみられなかった また，知覚過敏を訴えた

ものはない 発汗機能は桜井一Montagna法でわずか 5

例に行ったが，飽側に比して低下しており 1例はほと

んどみられなかった また知覚の獲得との以JJ1iは不明で

あった ADL上とくに不便を訴えたものはなく， 全{同i

利き手は変更せず使用していた

症例 1. 13歳，女.

生後 10ヵ月熱湯にて左手熱傷. 原I出拘紛をきたし 3

ヵ月後来院，受傷 6ヵ月後植皮術施行す ]年後小指の

屈曲拘縮をきたし， Z-pl出 ty，10年後第 2， 3指間の水

かき形成をきたし， 5日apZ-plastyを行し、拘縮の改善

をみた〔図 1，2) これは発育に伴う 拘締と考える.

症例 2.7歳， 91.
先天性心疾患あり ，11ヵ月で openheart， 1歳 1ヵ

月H与紘w.火ばちにお子を突込み受傷，手当主より指尖部ま

で，背MI工法節より桁尖部に及ぶ 3度熱傷をきたす 3 

週後仁l，qliJli"Hl[[皮と示 ・環指指尖部切断を行う.術後の指

伸展位保持が困難 で， 次第に指屈曲拘縮をきたす(図

3). 9ヵ月後全屑植皮を行う . 術後 5年半の現在小指

DlP IYJ節の屈曲拘縮を残している(図 4). 

乳幼児期lの1三指屈曲拘縮形成術後の拘縮再発は，枢i皮

のデザインと術後の拘縮予防が慎重かつ効果的に行われ

れば，折の発育に伴う皮片の経時的収縮や成長の不均衡

によるものはまず予防 しうる と思われた そのさい拘縮

予防のための高IJ子固定などに十分の配!畠が必裂である

とくに第 2例のごとく指尖部近くの拘縮は，術後の而IJ子

装着もむずかしく，かつ非協力的な乳幼児においてはそ

の治療は困難である.ただ難波2)も述べているごとく ，指

図 2.5-flap， Z-plasty後の指間の様子
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図 3.中間層に植皮を行ったが屈曲拘縮をきたし

た.

間部の水かき形成はある程度やむをえないと思われる.

手術時期については，清水ら1)は幼少のさいは手技困

難のため，関節変化などに留意してできるだけ成長する

まで待つとしている 難波3)も10歳以内で手術を行っ

たものは，ほとんどの症例で正常に近い機能再建が可能

であるが， 10歳以後では年とともに非可逆性の部分が

J ( 
図 4. 小指 DIP[¥1，1節の屈rlll拘縮を残す

増加すると述べているが，下限の年齢については述べて

いない. われわれは熱湯などによる浅い熱傷による場合

は， 手術手技や術後の拘縮予防のやりやすい 5，6歳ご

ろまで待機して行ってもし、し、のではないかと考える

文献
1)清水淳ほか :捻形外科 15:880， 1964. 

2)難波ME哉.手術 23: 1493， 1969. 

3)難波総裁 ・あすへの整形外科展望，第l肱(，金)京出版，
東京， 53頁，1976. 

Transpositional skin flapの手指への応用

Transpositional skin flap for skin defect of a finger 

井上 五 郎 紫藤徹良/1 コ重野琢磨ホ

手指の皮膚欠損部の被援には遊離他皮術をはじめと し 手 術方法

て， local日apや distantAapなど種々な方法が報告さ 患指あるいは隣接指の基節部側ブjに 1~I， i 1 cm，長さ 2.5

れている.私たちは基節部掌側での搬浜拘縮や皮!何欠損 cm 以内の Aapをつくる.皮h句欠損f;1Iが MP関節に近

および指間部での内転拘縮に対して， donor site一次的 いときは flapの基部を!こ"lli側とし，IAI内欠損部が PIP

に閉鎖 しうる transpositionalAap を用いて良好な結果 関節に近いときは Aap の基節を末村矧1Iとする この部

を得ているので報告する. 位では皮I1守に余裕があるため， 幅 1cm，長さ 3cm くや

らいの 日ap までは donorsite の一次閉鎖、が可能であ

る. 挙側または指!日Imlに生じた皮H可欠jJ);';1Iにその Aap

Key words: fingcr， flap， transposition 

ホ G.Inoue (部長)， T. Shidou (部長)， T.ルlieno:県西部浜

怯医療センター整形外科(<ilT432浜松市日以IIIr328; Depl. of 
Orthop. Surg.， Hamamatsu Medical Centcr， Hamamatsu) 

を 90。回転させて欠mf;ilをおおうとともに donorsite 

は掌側と背側の皮!内'を引き寄せて一次的に縫合閉鎖す

る. この縫合線 は側正rl'線上にくるように最初に 日ap

のデザインをすることが望ましい(図 1). 
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Donor siteを縫合するさい donor siteの近位部と

flapの基部との縫合部にいちばん緊張がかかるため，日ap

の郁iが広い場合には同部を無理に縫合せず， 2~3 mm 

の三角形の火山を残 して flapに過大な緊張がかからな

いようにする この小さな火凱部は政糸時には完全に治

癒している.術後，外固定は行わず， 2~3 日目より患

指のCl動運動を行わさせる

症例

基節部掌側での搬痕拘縮 9例 13指， 指間部内転拘縮

4例 4指 1支府痩孔 2例 2指， 屈指 1例 l指の合計 16

例 20指に木法を行った〔図 2，3). 症例の年齢は 12歳

より 61歳で，性別では男 13例，女 3例であった.

考 察

指の屈曲拘縮や指間部の水かき形成に対する手術法は

Z-plastyをはじめとして多くの localflap 法が発表さ

a. Flapのデザイン b. Flapを 900
回転させる c. Donor site も一次的に閉

鎖

図 1.MP I民1 ílí'í "t fJ!lIでの媛孔，騰が~ :I : している

a. PIP関節の肝:11I1j:i，} b. Flap の 1J;f，ßを末村~~lll にお c. FDS の付着部を切離 して屈

鮒 くデザイン 1111拘絡が改善

図 2.12成，女右小指屈指京



Transpositional skin flap の手指への応川

d. Flapを 90
0 r引去させて， PIP 

関節の皮)汚欠JJl，'rHをおおうとと
もに donor site も一次的に縫
メ'>.
ι: 

e. f. 術後 3ヵ月目

図 2.12歳，女.右小指屈指症

a. Flap 0コテ'-Ifイン b. この航例には環 ・小指 PIP c.術後 3ヵ月 11

関節部に舶皮術を追加した

図 3. 17歳，女 ローラーによる左中 ・環 ・小折郵政痕拘縮

1875 

れているト幻. Green7
) は 1979年に MP折関節の屈出I Slleに植皮を必裂としない Green法とは人ーきな速いが

拘縮 50例に transpositional f1ap を用いて良好な結果 ある.

を得たと述べている TranspositionalAapはすでに 本法の利点は c1onorsitcが一次的にl!lJ鎖できるため

1948年に Bunnell叫が熱傷後の指間部の合指に用いてい 術後の外固定が不frJで， Ji1の運動を術直後より始められ

るが， 彼は c1onorsiteには植皮を行っており donor ることである.したがって級浪拘縮形成術と同時に腿剥
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さな皮!内欠損をおおうには非常に有用な方法ーである.離術を必要とする症例や鍵がjt(政訴11:した症例lにより適

応があると考えられる また， flapと reClJ)lent Slteと

の texture match は良好で， donor siteの縫合線は指

の側方にくるためみえにくく， :;.た守学的にもよい結果を得

ている.しかしながら本法では 日ap の幅，長さとも制

限されているため，大きなI文!内欠債を生じる指ll¥Jfiilの水

かき形成や級痕拘縮に対しては適応、はなく ，遊離船l主術

や他の localflap法が必要となる

Greenは熱傷や外傷後の級民や Dupllytren拘鮒によ

る MP朕|節の屈曲拘縮に対して木法を利用しているが，

私たちは指i首l部の小さな l付伝的縮や PIP 関節 i~1での屈

曲拘縮にも本法を用いて良好な結果を得ている.

まとめ

Transpositional flap は指の基節音g掌~!IJや指 1: '，J;'[jIの小

1983年 11月
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手への有茎植皮症例の検討

Pedicle skin graft to the hand 

岡 上野治彦aHh円

手に対する有茎植皮は外iY.iや熱傷による軟部組織欠損

を単に補頃する目的のほかに，機能再建手術の一段階と

して，また，先天奇形の治療過程にも用いられている.

われわれはこれまでに行った手に対する局所広弁を除く

布茎植皮例 131症例について，原疾患，手術時年齢，恵

I支部，茎切断までのj羽IlrJ，手術の結果，合併症などにつ

いて検討したので報告する.

原 疾 患

原疾患では，一次的で!京|刈が外傷であるものが 99例と

もっとも多く ，全体の約 3/4を占め，外傷のうちでも指

先部損傷， t行節t;j¥'1次i;1I組織欠損， lJfl放骨折なとeの新鮮外

傷が 76例と大きな割合を占めていたが(凶 1)，ほかに

腿形成術なとeの二次的機能再建手術に先立って，もしく

は外傷による変形や拘縮に対するHJ;iに合併して利用さ

れたものが 23例あった(図 1) 外似以外の疾患として

Key words: hand， pedicle skin grafl 

* 1. Oka， H. Ueno， O.ル'iishima，S. Fujita (助教俊〕 東
北大学形成外科 (Dept.of 1'last. & Reconstr. Surg.， 

School of l¥ledicine， Tohoku University， Sendai). 

三 嶋修 藤田音也*

は先天奇形 11例，熱傷 10例，腫筋 5例， X線障害 4例，

阻血性拘縮 2例などがあった.

手術時年齢

手術時年齢は最低 1歳，最高 70放であったが，20歳

代が 38例ともっとも多く， 次いで 10歳代， 10歳以下

の11mであった(図 2). 20歳代の原疾患は陵町「裂が 8例

ともっとも多く ，次いで指先部損傷 5例，挫滅 5例のII阪

で，この年代の症例には指交叉皮弁や母指球皮弁などの

子|付のI支弁が 14，腹部1;':弁が 14と， それぞれ約 1/3ず

つの症例に用いられていたー 10歳以下の幼小児例て‘は

指先部損傷が 8例と，この年代の症例の約 1/2を市め，

子内の皮弁と胸部11支弁が多く使われていた.

恵皮部

広弁の大きさは下のう主 ・背側両面に及ぶものから，指

先)';11の小範囲のものまで種々なものがあったが，使用さ

れた皮弁で、は体幹からの皮弁が 83ともっとも多く ，全

体の約 2/3を占めていた(図 3). 体幹の皮弁のうちで

は腹部皮弁が 48ともっとも多く， 全体の約 1/3の症例

に用いられ(図 3)， 一般に大きい欠損を補換するのに
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図 1.原 疾患
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使われていた.腹部皮弁に次いで多く用いられた体幹の

皮弁は groinAap と胸部皮弁で，ともに全体の症例の

約 1/6ずつの涜伊Ijに用いられ(図 3)，groin Aap は大

きい欠損の布liti員に，胸部皮弁は比較的小純聞の欠損の有Ii

mに使われていた._I二腕I支弁は 3仔11に用いられたのみで

あった(図 3). 

指節部や指先f恨の小範囲の欠J員部の祁i唄には，できる

限り指交叉皮弁や AagAap')，母指球皮弁2)などの手内

からのl支弁を求めたが，これが可能であったものは全体

の約 1/3弱の 39例であった(図 3).手内の皮弁を用い

た指先l';jl損傷例の中には， 欠損部を補填するだけでな

く，指先部の整容的な目的も兼ねて用いられたものが 4

例あったが，これらの症例では接来而が狭い小さな皮弁

でもよく J:.~守していた.

一般に，ヰi茎皮弁ーは欠損部の有IìM~に川いたがJ 'il析を

指主主皮弁

号?首 5本度弁

上腕皮弁

縞認皮弁

腹 部 夜 弁

groin flap 

~ 平内町庄弁仁二コ酬の庇弁

図 3 皮弁の種類

上腕鹿弁

3 

三::=:J

.三コ

15 1121 

()del!l.Y徐行.，

. 2 ~以内 務務ト5週 口 る週以よ

図 4.1支弁切り自mしまでのWIIUI

{半った減痕部を解離し，末ti'lの循環を改葬する目的に利

用したものが 1例あった.

皮弁切り離しまでの期間

皮弁の切り離しまでの期間は最短 11日，最長 46日で

あったが， 全体の症例の約 1/2に当たる 63例が 2週か

ら3週のあいだにj支弁の茎の切り離しを受けていた(図

4). 3週以後に茎;の切り離しを行ったものは 47例であ

ったが，そのうち 15例は茎の切り離しに先立って dclay

を行ったもので，残りの症例は皮弁の状態以外の 'IHNで‘

切り離しまでの期間が退延したものであり，実際には 2

週から 3週のあいだに皮弁を切り離せるものと考えてL、

る(図 4). 

Delayを行った 15秒11のうち 12例は groinAap で，

これは groin Aap を}I'JI，、た症例の約 1/2に当たる(凶

4 ) しかしこれらの全例に delayが必要と考えたわ

けではなく groinflap引を使い始めたH寺WHこ，この}j(_

弁の性格を考l伍して，用心のため delayを行ったもので

あり ，結果的に delayを省旧作できることがわかり，その

後は delayを行っていない.
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皮弁の知覚

折の末節当i・側に用いた皮弁の勿l覚を検TIできた症例は

少ないが， f;J:t!1Joj(皮弁では術後 5ヵ月にはq互い知覚鈍凧;

を残すまでに川似し術後 4ないし 5イj'.には正常な知覚

を獲得しているのに比べ，付、;幹からの広弁では術後 4な

いし 5年を経過しでも強い知l覚鈍麻をuしているものが

あることから，知覚の同役は手内からのJx弁が体幹の皮

弁よりすぐれている傾向があると考えられる.

合併症

皮弁作成後数日して皮弁全部の峡死の徴候が現れたも

のが 2例あり，そのうちの 1例は DIP関節背側の軟部

組織腫湯切除後に用いた母指球皮弁であり ，手内の皮弁

ではJx弁の作成部位，mの位置にyl二立が必要であると思

われる.ほかの l例は上腕皮弁をJ行の会j司に縫話したも

のだが， 1支弁の長さと幅の比が 4: 1と皮弁の長さに比

べ仰が狭いために1え弁が壊死に|焔ったものとJ5・えられ

る このほか，1)<:弁の一部に城死を生じたものが 5例あ

ったが，いずれも前縫合または小部分の遊隣組皮を追加

整形外科

しただけて‘十分であった

1983 /，下 11月

上腕皮弁を折節部の全周に縫着した 1例と，折節部背

側に{，f;幹の1夫弁を用いた 5t日lに整容而で不満を残し，数

回の dcfattingを要した.

0J小児症例はJ行先r:j5tJj傷が多く， I針行球l支弁ーや)胸部皮

弁が多く0..'われていたが，術後紳創日や包千ilによる指や

上!伎の1，';IJ.i:， 管理に困難のあったものはなかった. ま

た，山齢省でも術後の固定そのものによる一時的な拘縮

を除けば，陣容を残したものはなかった

まとめ

1968年 4月より 1982年 3月までのあいだに行った手

にあIする局所J)<:弁を除く有茎植皮例 131症例について，

原扶忠， 手術昨年齢， 窓皮tij5， 皮弁切り縦しまでの期

I~:]' 子術のが::.1ふ合併症について検討して報告した

文献
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産性手における形態的改善と機能的改善の

ための再建術の意義(第 10報〉

The signification for restoration of cosmctic and functional 

improvement of spastic hands (10 rcports) 

人中

手は本主Ki反幸11.で，1t係性に富むi!Ji1UJ探である. である程度のこのブロックの繰り返しは，その患肢の運

10年来，再建術 158例，平均年齢は 61.1歳，障害度 動機能のパターン変化が起るとともに synergicpattern 

は 4~6 の範囲内で ， 経過年数 6 年以上に迷し， 成績の にも変動が認められてくる.また， 産性T治療の困雌性

紙製については，第 l 岡~9 阿にわたり報告を illねてき は，その主1i'1ペが中継系IJ1来でーあるために，関節および

た i'JkU術の実際の方法については，第 91"1予の外科学 各筋腿のレリーフ偏位主主縮の再建術をむす.かしくしてい

会において報告した(表 1). ることも Jj¥:jたである(表 2). したがって，上述観点から

すなわち，ブロック法による筋腿の5判illiは，かつ簡易 も，その披終目標も， 1)形態的のみの改善，2) i千」

としてのJD{小限の機能改善に絞られるものと考えてい

る すなわち，前者は悦形改善のための cosmellCな効

果， 手J旨極縦覧解による手指開制，そのためのit'

介助者あるLい、は宇布祈補rl前H助子などがその日的となるようでで、あ

る.まずこ， JA性千は， i麻痔手」でもあるので， 手の本

Key words: spastic hands， nerve block， cosmetic and 

functional improvement 

地1-1.Tanal品 問中整形外干f(@>790松111di大手町 1-1;Tanaka 

Orthopaedic Clinic， i¥[atsuyama). 



産性手における形態的改善と機能的改善のための再建術

表 1 この10年間の再建術の概要

158例 OJ49，女 149)

年齢 54~85 歳(平均 61. 1歳〕

follow-upは 5年以上

左nUJ67例

右側 91似l
Brunnstrom stage 4~6 

表 2. Benifits of nerve block 

1. reducement of spasticity and contracture of 

tendon-muscles and joint 

2. physical therapy more smoothly 

3. [unctonal position after nerve blocks 

1879 

a. b. 

図 1 術 LHa 

J
n
u
 

*=からもっ連動機能の獲得が望めないにしても，その適

応さえ厳需に選べば簡単な ADL機能を得ることは不

可能なことではない

再建術を行うに当たって，その昨害度のnむ聞について

は，形態学的改善に主目的をおく場合にはその障害度が

低次となることが多い. その術式も筋鍵， 侠l節を問わ

ず，固定術がその主流となる.最小限にしろ，機能獲得を

主目的とする場合には，必然、的にその障害度が高次とな

り，その術式も release，transfer， desisなどが考慮される.

次にプロ ック法は，局麻ì'fIJを主に月J~ 、るが，原則とし

て， 1)疲性の強度な筋腿から行っていく ， 2)プロッ

ク範行上の留意点としては，数回行っても，なおかつ産

縮軽減効果がないということがわかれば，その筋腿はあ

きらめることが大事なことである， 3)急激な産縮軽減

は健肢にも悪影響を及ぼしかっ歩容にもかなり恕彬響す

る， 4)できればその産縮筋や姑抗筋にも随意性の誘発

をはかつておくことも忘れてはならない， 5)随意性誘

発に関連して原始反射用抑制l化にも十分に配Iむすべきで

ある， 6)官IU位矯正が他動的にできるようになれば，

Gipsfixationを行うが，これは 1週に 1度巻きかえかっ

軽量化をはかり，桝箔をつくらないように心掛け，ある程

度偏位矯正の見通しがつけばスプリントに移行させる.

また，機能科建都Iの適応の概要は， 1)神経点プロ 7

PによりjA縮軽減後に筋腿退縮度が強度でなく随意性の

発現をみる， 2)高齢者でなく発作後 3年以内である，

3)情緒，知覚，見当識障害などがない 1ml前後を行うが搬痕状でかつ退縮している屈筋支市

さて術式の実際については，括弧内は cosmellc効果 の移行を必要としないときや，パ側偏位しているときは，

を示している.まず第 1段階としては，指固有筋，母指 長掌筋，尺側手根JITl筋は切離しておく. 158例中 153

内転筋筋鮮の疫縮党解ーから行う.手掌管内を開放させる 例 (96.8%)に，:cr解をみている。母指 thumbin palm 

が，正中，尺骨神経粁j内に対して 1%フェノーノレ注入約 寛解の目的は， 千の醜形改普のみならずこの変形は

図 2.術後 10日

表 3.W性子にj(Jする再建術の紡'*"

excellent good poor total 

mJectIOn mto ncrve 3 150 5 158 
sheaths of ulnacis and 

(3) (140) (4) (147) medianus 

incision from ongm 5 135 10 150 
of m. adductor (5) 叶10) (11 

4 15 I 1 20 
sublimis， flex. carpi (4) ( 14)' (1) (19) 
ul. and rad. 

casultomy 3 5 1 10 
(3) ( 5) (1) (10) 

pronator-flexors 。 10 
release (5) I ( 5) ( 10) 

biceps release 5 10 。 15 
(5) ( 5) ( 10) 

incision of pectoralis 5 10 。 15 
group (5) ( 5) I ( 10) 
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synegyを誘発しやすく ， これを治しておかないと，決

して実用肢や介助手となりえないので，その再建術には

主力をおくべきである.上述観血的プロックに加えても

lhumb in palm の寛解しえない場合には， 内転筋起始

tfHにおける切離術を行うようにしている. 150例中 140

例(93.3%)も IP関節に残る 10{71Jに刻し capusulotomy

を行い 8例にその寛解をみた.

上述手技がすすむにつれて，肘~I節の屈曲や回外位が

症例によっては，随意性が起ったり ， あるいは他動的

に，その可動域が容易となってくる 日についても挙上

外if!iiが，同様に，その可動性が容易となってくる傾向を

示す したがってこうした場合には， JJ.!関節に関しては

浅 ・深指屈筋，校， 尺側手根屈筋の z-release， 20例中

19仔lJ(95;幻にその究解をみている(図 1，2) この場

合退縮度の強い筋艇から行うようにする.囲内筋の付着

部の末納部での rcleaseをはかる 10例中 5{71Jにその寛

解をみている. 残る 15例について bicepsrcleascを試

みたが，二頭JiJJよりも腿様部の距離が短いために筋肉部

を含めることも症例により考慮した.全例にその寛解を

みている.

最後に「肩」についてであるが，前方挙上，外転拘絡

に対しては，この症例については|波旧例が多く，肩関節

が極度に内転位をとり ，そのさいに患上肢が下肢の前に

垂れ下り ，そのために歩容をわるくしている場合につい

てのみ手術適応と考えて pectoralivgroupの腿様部で

の切離のみを行い，窓側体幹横側にくるように配慮する

(表 3). 

文献
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産性麻癖手に対する機能再建手術の経験

Surgical reconstruction for spastic hand 

橋 爪長三 西村内 ;ilt 間宮典久 深瀬継允*

控室性陥;痔手が弛緩性H何年に比べ，その治療の困難な点 例を選び，j!l性の強い筋は主として縫固定術，あるいは

は，弛緩性麻~草ではたとえ麻薄が両度て、あっても，術後 腿延長術，鍵切り術などによりその作用を抑制lし，産性

に予想される能力が術前にほぼ推定可能であるのに対し の少ない筋の随君、性を生かすことにより手全体の機能を

て，産性麻痔手においては術後のtiUJの予測が閑難なこ 改善しようと考えた.

とにあり，これはすべて随意性の有無によるものと考え 症例は 11例， 12手であり，麻痔の原閃は脳外傷 4

る.しかし産性腕;N，(手の中でも症例lによってはおのお タlJ，手，脳動静脈奇形， くも膜下出血各 1例 1手，脳

のの筋の産性は必ずしも同程度ではなく，産位二が強く随 性麻癖 3例 3手，頚髄損傷 2例 3手である 術前所見は

1怠主1性企のないもの力か、ら産性が少なく随意1性企のみられるもの さまざまであるが， 大部分の症例は指あるいは手B除関4司l節

もある.そこで

節以下内5綻L 前腕団内位拘縮の強い例や，母指が内転居

Key words: hand， spastic， reconstruction 幽位をとっている症例もあるが，指屈筋，手関節背屈筋

* C. Hashizume ()部長)，N. Nishimura(謀長)， N. Mamiya などどこかに部分的に随意性のある筋が認められた(表

(所長):長型m身体障害表リハビリテー γ ョンセンター(@ 1 i 
380 長野市 F駒V~横丁 618- 1; Nagano Rehabilitation Cen-
tcr， Kagano); T. Fukasc (隊長)・厚生述l'1代病院格形外 術式は長母指伸筋，総指伸筋などに産性がみられ，指

科. イ111展が不可能であっても，手関節の自動的背屈が可能な
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場合にはイ'1'筋腿!蛇固定 in trinsic teno- 表 I

desisなどを行い，反対に intrinsicplus 

変形を有する場合には Littler解離手術

を行った.ほ指対立再建は短母指仲Jj万鍵

中継を尺側手根屈JjjJf、l着部や長掌筋末端

へ縫合する方法， 長学筋腿~01-1中区を反転し

母指へとめる方法などを行ったが，軽度

のアテトーゼ型の CPてや母指内転拘縮の

強い例では内転筋解離のうえ CM 関節

固定術を行った.また，肩関節内旋位，

前腕同内位拘紛の強い例では体の前面で

の両手動作を少しでも μI能とさせるため

上腕骨の外旋骨切り{，I¥j，前腕骨骨切り制w

のうえ，円田内筋の同外移行術を行った.

これらの他手関節の掌即位拘縮の強い例

では手根屈筋延長も行った(表 2). 

成績

術後より最終診察の時点までの期聞は

8ヵ月から 5年 11ヵ月， 平均 3年 1ヵ

月である.術前の状態，能力が同じでな

いのでそれらの術後成績を比べることに

J!EWI] No. 1 

症例IJI年齢|性 1 原 因 i
(歳) IX J?j，- ~ 主なる術前所見

1 116 i女|脳外傷 |左片麻痔:糊展不能，旬指外転不能

. ~ ~ I .，，"，.~右片麻痔 指仲民不能，母指外転不能，
2 1161男 (脳外傷 l 子関節ーII ~屈不能

3 I 351男 |脳外傷 J 左)十桝 :鷲指変形

4 136 i男|削傷 l 左)f麻癖指伸展不能，母指外転不能

5 1 40 男 1脳動静脈奇形 左)¥'麻痔 :.f旨イIjl展不能，母:指外転不能

6 1 22 I女 !くも膜下出血 |右)'， 桝 : 指 同 耳 鳴 ， 母 刷 転 不 能

7 20 I男 ICP 右片帆 :附何不能

I 1 左片麻痔:肩IllJW内旋位，前!腕囲内位
8 '38 男 ，CP 

拘縮，手関節背屈不能

9 I 21 1 女 1 CP I 7テトーゼ，刊刷版不能

I .n I ~ I 指伸展不能，母指外転不能，子関節背
10 I 43 I男 |頚損(不全) 1 -I '" I -_ .. " ， ，~， I屈，指屈曲困難

11 I 38 1 男|頚損(不全) 1 指慨不能(両側〕

表 2.

術 式

1) EPL， EDC-tenodesis， intrinsic tenodesis， Swanson's tenodesis， FDS-transfer，母指 MPJ 固定
I 2)件指対立再建(腿固定〕

2 
1) EPL， EDC， Abd.， PL-tenodesis， FDS・transfer，FCRおよび U 延長
2 )母指対立再建(腿固定)， 母指 M町 固定

3 3) Fowlerによる鷲指再建

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 ) EPL， EDC， Abd.， PL-tenodcsis，母指対立再建(健固定)，母指 IPJ固定
2)母.指 CMJ固定，I-web解離 intrinsictenodesis， EPB鍵固定

1) EPL， EDC， Abd.， PL-tenodesis 
2)母指対立再建(腿固定)， Add. P.， Littler's RIs-op.， FCR 延長

1 ) EPL and B， Abd.， PL-tenodesis 
1 2) EDC (N， V)-印刷

I EPL and s-tenodesis 

| 1〕前腕骨骨切 り術，円囲内筋移行
2 )上腕骨骨切り術， 3)母指 M町 固定 intrinsictenodesis 

| 母指 CMJ固定

1) EDC， FPL tenodesis， FCR and U 延長，FDS， PL縫切り Add.p.解離
2) FCR， FPL tenodesis，延長， PT移行

!:': ~~~， ~~S-ter吋'SIS
R: EPL， EDC-tenodesis，母:指対立再建(腿固定〕
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は無理ーがあるが， 一応つまみ，怒り動作，スピード，補

助手として使用しているかどうか，患者ーの満足度などを

判定iltUIliとするならば，優 1，政 5，"f 5，不可 1であ

り，大部分は多少なりとも補助手として使用していた.

症例

症例 1. 16歳，女.

13歳のとき交通事故， 脳子M':rを受けるも左)十版本書草と

なる.

術前所見 左手関節の掌屈は自動的にあまり動かな

い，名指は MP関節以下自動屈曲は"f能であるが， 仲

良はほとんど不能であるので左手で物をもつことができ

ず，また握らせても隊すことができない状態である こ

れに対して一次手術として長母桁{ljlJjjj ，総指令1
'
筋腿|宣l定

都I，母指 MP関節固定体i，intrinsic tenodcs町第 3浅

折原筋移行術などを行い 2ヵ月後短母桁{ljl筋を前腕末

杵iで切断し，末tfi部の鍵の巾枢端を reroutcしてパ側手

根屈筋血nの付着部へ鍵固定した JJL1'E第一次子術後 5年

経過しているが， pulp pinch もグリ ップ も"f能であり ，

母指と他指とのあいだも随意的にかなり IJfJくことがで

き，ある程度のスピードも得 られ，補助 Tとして十分に

使用している(閃 1) 

a. 術nii.指府:IJI!の状態， !:rlll1! Lt. "f能
C. 術後つまみ動作"f能

症例 5.40歳，男.

28歳のとき左片麻W. 10年後脳血管造影， CTなど

により脳動的脈奇形と I診断された.

術前所見 左手凶節は自動的背屈不能なるも'主屈は"f
能，また，令指は MP 関節においてや11展不能なるも，

rl' ~小指の PIP 1:.*1節の伸肢は可能 付指は|人'l'I副立をと

っている.これに対して長母指伸筋，長母折外伝筋，総、

tl'i伸筋肱n問主1.::， 2ヵ月後二次的に短IfJ指仲筋を中継部で

切断，その末梢の股の中枢部を rerouteして比較的随意

性があるとみられた長掌筋と縫合して母指の対立をはか

り，同H、?に中~小指に対して Lilllcl解縦千術，/:H竹内

松飾の切断，杭{JlII手根屈筋延長などを行った.第一次手

術後 9ヵ月経たII;'i'l!，ではしっかりした latcralpinch が

可能となり ，スピードもかなり早く補助手とし使用可能

となった(図 2)， 

考 察

子の機能としてつまみ，掻り!fj}Jf'fが大切なこ とはもち

ろんであるが， IJ的動作に対応するスピード，随意性は

よりいっそう，[i'&!である. いかに形のよい pulppinch 

ができてもスヒードと随意性がなければ手として尖用的

でないことが多い それゆえわれわれは随立刊のない筋

b. 1市iliii. J i'lイI I ' JJ~の状態 ， fljl展きわめて困難

d.術後 補助手として使用可能

図 1.症 例 1



iA性麻痔手に対する機能再辿手術 1883 

a・術，iii 指令11Mの状態， MP関節の伸展不能 b・術前.指原則lの状態

c・術後 指仲肢の状態，MP関節の伸展可能 d・術後確尖な lateralpinch可能

図 2 症例 5

は腿固定，すなわちその収縮を停止させ，随意性のある

折原筋， あるいは手IXI節背屈筋により手の随意運動を行

わしめようとした.これは Braunの術前評価のための，

また問中の治療のためプロックにより産性を抑えようと

する考えと共通点があるものと考える.また，われわれ

の症例では腿固定が中心であり，舵移行は随意性のある

筋に~ì'$行 っ たのみであり，腿延長も高度の燦張，変形

の原|ぺとなっている場合以外積極的には行っていない.

この方法では変形が再発しやすく， また"，1に muscle

imbalanceによる機能低下を生じやすいと考えたからで

ある.以上のよ うな考えのもとに術式を選んだので，手

指を随意的に使川できるようにするためには，術商I少な

くとも手間節付近まで随意性のある筋が少しでも存在す

る必要があり， これは Brunnstrom の stage4， 5，小

野の 2，3型の一部に相当するものと考える.

まとめ

1 )産性麻的手のうち， 一部に随意性のあるものを選

び手術の適応とした.

2 )手術術式は産性の強い筋は主として監~固定， 1侍に

凶節固定を行い，随意性のある筋を有効に作用せしめよ

うとした

3)これらの方法により多少なりとも機能の改警が得

られた.

文献

1) Zancolli， E.: Structural and Dynamic Bascs of 

Hand Surgcry， 2 nd Ed.， l.ippincott， Philadelphia， 
1979. 

2) Braun， R.M. et al.: J. Bonc Joint邑1I1'g. 56-A 

466. 1974 

3) IWH'青人ほか 整形外科 25: 1236， 1974 

4) 111" 智ほか 向上 29・1654，1978. 

5 ) 小野;~ヰ郎ほか [li)上 20: 835， 1969 
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脳性麻痔上肢に対する手術療法

Surgical lreatment of the upper limb in c4e'rebral palsy 

佐々木析

医 1-1雌ー

大下舜治

河井秀 夫

柄引ニ克子

川端 禿彦*

脳性麻痔児の治療では，上肢はIb度で絞生lfな運動性が このためr術数は 1111主となっている(表 1) 

要求され，実用的な機能の獲得がきわめて困難であるた 結 果ー

め，下肢に比ベてその手術適応応、は少な Lい、，1，バρ2幻) しかしな 術前 .緋術i1後愛の子の機能は，Gr陀eenの機能評伽法3め)に準

がらh似‘ミL重に症例を選択し手術t法i去、を11吟i吟今l味床すれば，良好な結 じじ， 点数で亥した. 術前 3点から 9}点，1，(い斗平F均 5.1上}点l

架がf得母られている.今lul叶l筆者らは，南大l阪以必縦で育園およひび、 ったものが，術後 5点から 17点平均 12.2点と改詳し

大阪大学整形外科で，上肢に対して手術を行った症例を 平均獲得点数は 7.1点で， 悪化例 はなかった(凶 1) 

追跡調査したので，その術後成績とともに，上肢の機能 さらに Grcen法および付加手術を行った 4例と， Green 

評価について検討を加えたので報告する. 法のみを行一った 5仔1]を比べると，平均獲得点数はおのお

対象 の 9.3}，'ぷiと6.2}人点‘.'.i.

， 1悶97μ4年 I月より 1ω98位2年 1ロ2月までの 91，年!ド三間に 1ロ2例 1ロ2 例のほうがより id;;れL、点数を得ている Green i訟1、だけでで

}肢伎に手術を行つた. このうち直接診z然雪しえたのはo 1ωO は， 機能的1]肢]肢支刻{位屯でで、の千子一f桁行削{仲中!展艮や， t，据尾り母J折行の問題が残

例 1ω01肢伎ででトある.夕労}6例，女 4仰例U， 9仰lが産直1'I:)fJ亦癖， るためと考えられる的. 次に術後 6年以上経過した 7{yl] 

l 例が控血性四肢麻簿である 手術昨年齢は 5歳より では，術後 1年では平均 7.3点の改善が得られている

12歳 5ヵ月， 平均 9歳 4ヵJJである. 術後経過観察知l が，術後 1年と 6年では，評価点数の変動はほとんど認

聞は 6ヵ月よ り8年 4ヵ)J平均 5イド 6ヵ刀である 子 められない(凶 2) 反対変形や再発も起らず，成長に

術法は Green法単独 5例， G同開法および{、j加手術 4 応じた手j行機能向上も起らない. 次に Grccnの 4段階

例，舟指に対する手術 2仔IJである このうち Green il まHllliにより，術後の状態を判定した優 2例，良 5例，

に1"1内筋屈筋解離術を行った症伊IJは， Ilf手術例であり "fJ {ylJ，不"f1例である.優の症例は術前より機能的!伎

表 1 手術 11

Grcen it q'r.1'l( 51]主

Grecn iま+浅指屈筋肱n部分延長 11]主

Green法+門回内筋 ・子関節}/l1A7j角ir自，fI 1 11支

Green法+短封指川筋解同fl 111支

Green 法+Matev tJ~ . 脱出 'I'J'筋臨~延長 111主

!'J;指内転筋解離 ・WJ:J:指加筋j1j平版t 111主
l腕Ye'I'r筋移行による短符:指{iJ'筋補強

母:指内転筋解離 ・ z.r~ 1背似1]'1')'1日]j)JjJ1Jlf瑚i 111主

Key words: spastic hand， ccrcbral palsy， surgical treat-

rnent 

本 S.Sasaki， S. Oshita (園長)， K. Sakai : I有大阪wそ汗園(事

546大阪市東住山1><:山坂町5-26;~I inam iosa l叫 Ryoikuen ，

Crippled Children HospitaJ， Osaka); Y. Tsuyuguchi， 

H. Kawai， H. Kawabata 大阪大乍幣形外科

20 

10 

5 

。

A 

むli 柿i

前 後

むli前平均点数

むli後平均点数

平均獲得点数

図 1. 手の機能評価 (Green)
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10 
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1
年

術
後

6
年前

図 2.Green機能評価点数の推移

前腕囲内外 手関節草背屈
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手指I，*，展屈曲

うで

健

側

車
仙
術
後

患
側
術
後

回数

2日

a. tt-Ï前首íj腕回内手関節屈 ~I I変形あか

15 

10 

健 健

酬

帆

車
側
術
後11') 

図 3. 10秒テスト

b.術後 変形は矯正され，機能的肢位での把怪が

できる

図 4.症例U 1 

位での手指随意運動が可能な症例であり，不可例は初回

Green法のみを行った症例で，移行したパ側チ根屈筋力:

外れているのを II}f術時確認した ROMや形態的改善

と異なり ADLは多様であるため，その点数化は困難で

ある ADLに必要な運動の速さを，簡便に表現するた

めに，前腕回内外，子関節竿;背加，手指屈曲イIjl肢の 10秒

間にできる回数を;;1測し上肢全体の実用性は，Ho汀a')

の hand placementで計測した(閃 3). jJii腕凹内外

では健nllJ平均 13.11"1，忠側右前後平均 5.2回， 子供!節掌

背屈では住~側平均 13 .6 1 11 1 ， 患側術後平均 6回， チ指屈

曲イfll肢 では健側平均 15.4同，忠、側術後平均 10.4同，

hand placement では健側平均 9.7凹， 窓、側tAij後平均

5.4 rnlであった. いずれも患側術後が健側に比べ運動機

能は低く，実用性が十分でないことを示している.しか

しながら，術前 ・術後を計測した 2症例では，いずれも

改善しており，手術による機能の向上を示している.

症例

症例 1.12歳，男. ~i産直性片麻!N (図 4). 

5歳 8ヵ月のとき Grceni去を行う評価は術前 ・術後

とも 5点，11歳 6ヵ月のときVJ手術，外れていた尺側手

根屈筋を干I}移行 さらに凹内変形，手指)罰 11li変形に対し

同内筋屈筋解自If術を追加した.評価は術前 5点，術後 16

};'，(で、ある.術商1四つ這い姿勢で，健側上下肢を挙上する

ことはできなかったが，上目立の支持性が向上し 術後可
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a. 術首ij 子関節屈曲，採り母指変形あり b. Wi後.変形は矯正され，機能的肢位での川区は

可能だが，運動の速度は遅い

図 5.症例 2

能となった.

症例 2.12歳，女.産直性四政府;痔(図 5). 

術前の筋電図では， )0.側手根屈筋は随意性を認め，腕

椀骨筋は認めなかった 11歳 4ヵ月のとき， Grecn法，

Matcv 法および浅m屈筋礎部分延長， 腕撹骨筋陵部分

延長を行い，評価は術前 6点術後 12点である.

考察とまとめ

多くの変形を動的に併せもつ脳性麻簿上肢の変形に対

し， Green法単独では，子関節背屈位保持は可能となっ

ても，手指の照1111，握り母指変形， JH関節屈曲は矯正さ

れない Silver や Bleck が述べているように， 手関節

と母指の変形は同時に矯正すべきである的. さらに前腕

田内，手関節尺側偏位を含めた上肢全体としての機能

改善をはかるべきである。 また形態的改善が得られで

も，運動の速さが十分でなければ実用性に乏 しい.従来

の静的な機能評価に，運動の速さを加えたより動的な評

limを行う必要がある.術前に比べて機能の低下した症例

はなく，長Wlの経過観察でも併発は起らない.また，成

長に伴う改善は認められない.これらは術後成績の安定

性を示すとともに，保存的治療の限界を表わしている.

今後は長期的展望のもと，早期より子術療法を行い，変

形を矯正し，段階的に実用性のある l'肢を再建してゆき

f.::.1，、

文献
1) Keats， S.: J. Bone Joint Surg. 47-A: 274， 1965. 
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手に発生した pigmentedvillonodular synovitis症例の検討

Thc study on the cases of pigmented villonodular synovitis ansmg in the hand 

今給懇篤弘 三 iilI幸雄 古 7k治立 小島 温

阿君成 宮 川 秀 11日 阿部:f'I'行本

Fに発生した pigmented villonodular synovitis (以

ドPVSと略す〉の 10例の J'I験例(表 1)について若

干の検，(tと考察を加えて報告する.痕例の初診H与年船は

17歳から 57歳と各年代に広く分布しており ，平均 32.3

歳であり ，1'1訓lでは男 2例，女 8例と女性に多い.発生

~ril 位はノJ~指 2 ，中指 3 ， 環指 1 ，小指 3，手根部l{同lで

あり ，JI市場はすべてqi発性である.最近の文献例1)にお

いても桁}JII発ノ|には特別の傾向はない.発生部位として

指関節発'1ーは 4例と少なく ，その内訳は DIP関節 2例，

PIP関節 l例， C M 関節 1仔1Iと部位的にまれなものも

含まれており，手隼;側発生が 7例， 手背側発生が 3{9iJで

ある 手術所見を参考とした ongll1からみると，腿性

由来と思われたもの 6例， (Y;I節包性と出われたものが 4

例である.患者の主訴は全例とも腫痛形成であり，その

ほとんどが無計i1'1て‘あったが，軽度の圧痛を有したもの

が 3伊11.手指関節の屈伸障害を伴ったものが 2例であっ

た.う伝説までのj明間は l年未満のものは 2例と少なく，

大部分が l年以上 10年にわたっており ，諸家の報告2，3)

と同様に本症は1眠術性で ADL障害も少ないことがわか

る.X線所見として指骨骨皮質の圧痕湾入像を 2例に，

什関節のも湘!磁波像を 2例に認めた.治療法は 9仔1Iに腫

焔摘出を行い，第 4，5J"i'l CM関節部の骨佼創!破壊を認

めた症例のみ病巣切除，白家骨移植による関節固定術を

行った.術後経過w!.察期間は 6ヵ月から 7年 7ヵ月まで

平均 2"1'-6ヵ刀であるが，長期観察の 2例に再発がみら

れ，いずれも I'}摘/1¥術を行っている 全伊1Iとも術後の変

形はみられず ADL障害もない.文献的には3，4)股泌摘

出のみでは易II}発性であるので周囲の健常組織を含めて

切除を拠111]するものもみられるが，手mの場合は術後の

Key words: pigmcnted villonodular synovilis， bonc 
invasion， hand tumor 
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機能障ミ1fも考え，われわれは!以WJとして単純計官HI¥術にと

どめている.

次に主な症例を鮒介する.

症例 7.57歳， _l二両!

右小指 DIP 1主l節学g~lIJ の腫舵{にて発症後 1 年で米院

X線像にて中節f干の学側皮質圧浜像と背側皮質JI巴厚像お

よび DIP関節事R形成を認めた.摘出物111定褐色仰性軟

の実質性腫湯であり， DIP関節包と tightに紡合 して

し、Tこ

症例 8. 32歳，女.事務員.

5年前より右'1'指 MP医師部背側の無痛性多隆起性

腫癌に気づいた.腫痴は漸次増大 し， MP関節運動附害

をきたしラlE院 X線像で骨関節に異常はみられない.手

術所見では腿癌は伸百万艇や横走靭荷などの間関!より多隆

起性にl彫隆した黄色弾性軟の実質性腫癌て、あり，基底部

は MP関節包と結合していた(図 1) 

症例 9.22歳，女事務員

4年前より左第 4，5 t行CM関節{ftl背側の多隆起性腿

癒に気づく .X線にて同IY<I節の骨侵蝕磁波をみる.摘山

腫蕩は賀補色の弾性実質性腫鋭であり ， CM 閃節内よ

り発生し，第 4，5 Jli'l'手骨基部およひ‘有鈎骨に侵蝕して

し、Tこ.

病理組織学的所見 :特徴的所見として次のごとき多彩

な所見が得られた， 1 )腰紐の表面は plumpな滑膜表肝

細胞が配列し，紋毛J竹見直を伴う品li節状腫務 S1711と，滑朕

組織はみられず，線維性被肢におおわれた結節状腺jP.ii711

に大別された， 2)切らかに紋毛増殖を伴うものには

slit様間隙からなる類洲形成がみられた， 3) JI事務構成成

分は全症例とも計↑膜創11胞白米と思われる核の切るい， ク

ロマチンに乏しい '-1こI型の不J I~楕円形の組織球様腫湯細胞

の solidな増殖を呈しており，それらの細胞!日J11:には旺

雌な lìbros i s がみられ，硝子化を~I!: している出例が 7 例

あった， 4)これらの腫場組織9'には全(JIJとも多数の多

核巨細胞が存在しこの巨細胞には明らかに組織球様腫

一_.1
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表 1.症例一覧表
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C. 手術所見 MP関節発生の黄補

色弾力性軟の腫熔

b. X線像.骨，関節には異常所見

はみられない.

図 1. 症例 8.32歳，女

a. 右中指 MP関節ffll背側多

隆起性腫癒

sidersomcがみられる 多核巨細胞は Golgi装置，粗面

小胞体が発達 し，無数の糸粒体および 印opodiaがみら

れる. 泡沫細胞内には一層の膜を有 し electron-luccnl

な空胞をもっ Ve 頼、類とコレステロ ーノレ結晶の逸脱像

が散見された.

以上の自験例の病理組織所見をまとめると ，表 2のご

とく多彩である 木疾患の本態はあくまでも組織球細胞

の腫滅状増殖と 川質結介織の増生であり ， 泡沫細胞や

泌細胞に類似した明るい伎を有する股蕩細胞に由来する

巨細胞と，比較的血管周辺や硝子化周辺にみられる核の

波染した異物型巨細胞の 2種類がみられた. 5)まずこ腫

湯周辺部には泡沫細胞がシート状に増殖している症例が

8例あり . 2例には観察されなかった. 6) JIlli蕩表層近

くに出血巣や血管新生およびへそジデリン沈着の目立つ

定例が 4{7"lj;z，._られた(図 2) 

電顕所見では腫湯細胞内に ferritin額粒の集団である
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警弘

a. 楕円形1霊場調1I1.犯増抱と巨細胞および泡沫細胞の b.腫湯周辺部のリンパ球浸潤およびヘモジデリン

小集落がみられる (HE染色，400倍〕 沈着 (HE染色，400倍1

図 2. 病EJl組織像(症例 9)

表 2 病理組織所見

手術所見 14 a l.. ...._Jへそジ I t!it1iifflo 1，(T1Il'l'J:i"Ili:1 
症例年齢性 /発生1組織球i'1 多 核泡1.+;細胞デリン間'['t結合|滑膜繊毛類洞形成結節性血管増生炎症細胞

洛号 ¥ I;M，U 

1 I 40 I 火 | 腿 〔同 (+) (仲) (件〕 (十ト) I (+) I (+) (+) (同 (+〉

2 45 女臨n (制) 1 (州) 1 (十) (+) ' (+) (十) (+) (+) (ー) (+) 

3 I 17 女 関節包 (出) (十ト) (+) ， (朴) i (+) (十) (+) (+) (+) (+) 

4 25 'jJ 腿 1 (十件) (+) 1 (併) 1 (+) (+) (+) (+) (十) I (+) I (+) 

5 I 34 I女 腿 〔叫 ) (件) (十) 1 (+) I (+) (-) I (ー) ， (十) (十) (十〕

6 32 女 !員n (1日) ( 1卜) (-) (ー) (+) (+) (+) (十) (ー) I (十〕

7 57 女 |対flii'eL (叫) (十件) (-) (十) (+) I (+) (ー) (+) (ー) (ー〉

8 37 女 |周知j'eL (掛) (j十) ( 1+ ) (ー) (十件) (-) (ー) (+) (一) (+) 

9 22 女|児iiil{>!. (判:) (寸) (+) (什) (什) (十) (+) (十) (ー) (+) 

10 19 男 腿 ( trt ) ( 1ト) 1 (+) I (+) (トト) (+) (+) (+) I (-)  (+) 

ヘモシデリン沈着は山l(llや循環附害に法づく二次性炎症

による反応性産物であると考える i'I験例の組織像を臨

床所見や PVSの発生部位，また， X線像上の骨磁波の

有無との関係について関連性を検討したが明確な関辿性

は斜られなかった 本症は同一)ji1i場内でも背!日立により兵

なりきわめて多彩な所見を呈しているが， 概して PIP

関節部よりJR末梢部発生のものは腫蕩が小さく，基節1m

より '1'収側のものは大きく，かつ股湯内の 五hrosisの占

める範囲が大きいように思われ た. さて手に発生せる

PVSの発生頻度は， 表 3のごとく ， 本邦統計ではガン

グリオンを除 いた手の原発性腫協の 25%内外を占め，

tたしてまれなものではない5，6)， しかし 手に発生せる

PVSの大部分が!腿桁発生例であり ， 手JH関節発生例の

:文献報告7-9)は少なく， 中でも骨髄内伝蝕を認める症例

の報告8，10)はきわめてまれであり臨床上留意しなければ

ならない.またその州即組織像が多彩なため，病同説も

表 3. ~邦における子の軟削陸湯報告11IJの PVS の

頻度(ガングリオンを除く〕

IW 1975イド 13例中 4例 (22.0%) 

高杉 1977'十 27例lい3例 (11. 13ω 

イ1，:1箆 197811' 44例tド11例 (25.0%) 

鳥山 1980fl 58伊ij'I'22例 (37.9%) 

土川 1981 斗 68例ιl'50'1 ( 7.4%) 

笹 198HI. 15例中 2例 (13.3%) 

柳原 1982f下 73例中16(01 (21. 9%) 

須山 1982{ド 40例中10例 (25.0%) 

当腕 | 附 年 37例中10例 (27.0%) 

真性腫jt)j説，微小外ブJに伴う炎症性|え芽)JiE，J?，脂質代謝

;i'i11i1，'説などがあげられ，まだぷ解決で議論の分かれると

ころである したがって木椛の呼称も PVSのほかに
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benign synovioma， localizcd nodlllar tcnosynovitis， 

giant cell tllmor of tendon shcath， xanthoma，日brolls

xanthoma， xanthomatolls giant cell tllmorなど種々の

名称で記載され統一化がなされていないのが別状であ

り，今後の検討が期待される
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Albright' s hereditary osteodystrophy 

における短指症について

Brachydactyly in Albright's hereditary osteodystrophy 

111 i宰不11正 前 l嵐広司 渡辺 jIー美 鈴木 |陵*

Pselldohypoparathyroidism (以下 PHP と附す〕と 同胞それぞれ 11'，ずつ計 13名についても直接検診して

psclldopselldohypoparathyroidism (以下 PPHPと略す〕 制作，を行った

はともに Albright'shereditary osteodystrophy (以下 方 法

AHO と略す〉と総称される身体的特徴を有する疾患 Poznanski らむりの方法に準じ， 附子の直接X線縦形

で1)， そのうちの短指症については典型的な手指'局長の を行い，各'1'手骨，指節骨の長筏をHd!1Jした対照とな

パターンが認められるわ， 最近われわれは， PHP の 1 る正常人の手指骨長は Garnら4)の値と鎌田ら;)の他

{111と PPHP の 5例を経験し， 手指骨長のX級学的計測 を参考と した 各症例の両手の手折骨長の Z-scoreを;;1

を行い Poznanski らめの方法による metacarpophal司 '(.1:し，metacarpophalangeal pattern profile (以下 MP

angeal pattern profilesを作成し検討を加えたので報 profilcと略す〉を作成して検討した.

告する. 結 果

立千 象

PHPの8歳の女児 1例と PPHPの成人女性 5例で，

いずれも低身長，肥満，円形顔貌，短mぬ|症などの典型

的な AHOを有していた.異iTr性骨化は PHPと PPHP

の件娘の 2{:日lに認めたが，他の 4例には認められなかっ

た. また， 症{7'iJlの同胞 11:f，と症例15および症例16の

Key words: brachydactyly， ̂Ibright's hercditary osteo・

dystrophy， pscudohypoparathyroidism， psclldopselldohy-
poparathyroidism. 

ネ K.Nakazawa (医長)， i¥1. i¥laczono (部長〉 平1'*)1、iti病院

哲生形外H (e 254平 j与 I打)jj分 9-J 1; DivisiOl、 of Ortho・

paedics， Hiratsuka Kyosai Hospilal， Hiratsllka); i¥1 

Watanabe， T. Suzuki:横浜市立大学整形外科。

まず代表的な症例を示す.

症例 1.8歳，女 PHpS). 

iilHのX線像では各'1'手骨の短縮と，第 3，4， 5 '1'手

骨， ~'J 2， 5指中節'IIおよび第 l指末節骨の甘端線の早

期閉鎖を認めた(図 1a)， MP  profilcを「ド成すると各

仁I'T'I~' ， 第 1，5m'I'節'I~J・および各末節骨の短縮がゆI1僚

となった(図 1b) 

症例 2.38歳，女.症例 lの母親で PPHpS)，

両手のX線所見で特徴的な短指症が認められた (凶

2 a). MP  pro日Icでは両手に共通して， m 3， 4， 5'1' 

[:'，l， t第Iお)5 j折行仲lけl'噺何節H什「

j方j，第 いl'子'11'!負fL3j旨末節骨のlHfにはA右ilがイfイl

することが明|僚となった(図 2b). 
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図 1 症例 1. 8歳，女 PHP

他の 4症例についても，各個人の MPprofilcsはほほ.

同様の特徴的な patternが示された

1.平均の MPprofile 

症例 1 の小児を除いた，症例 2 ~6 の成人女性 5 例の

平均 MPpro日leを求めると，図 3のように表された.

木症における短指症の典型的な MP profilcが得られ

た

2.短縮の有意差検定

症例 2~6 の 5 例の平均の手指骨長における短縮に凶

し， 正常人の手指骨長との有意、差を統計学的に検定し

た両子とも第 2中手骨以外の他のすべての仁1'[，'丹，第 5

指中i'li'i竹および全末節骨が有意に短縮していた(表 1) 

3.左右の手における MPprofileの比較

MP  profilcの類似性に関する示際として， Z-scorcに

おける相以l係数 r を計算したわ 併症例の左右の丁一の

相関関係は当然のことながら，全1J111~五 L 、相関が得られた

が，各 MPprofileから 4例に手指骨長差の存在が明ら

かにされた 症例11では， r =0.991 (P<O.OOOl)で，

図 1bのように左れの手の MPpro自leは対象的であっ

た 症例 2は， r =0.858 (P<"0.005) と高い相関を示

したが，第 lrp手f'1"，第 3指末節骨では， Z-scorcで 2.5

以上の差が認められた. 同様に症例 3では r=0.933 

(P<O.OOOl)で MPpro自leも左右の手の対象性が認

められた. しかし症例 4，5， 6では rはそれぞれ

0.838 (P<....0.005)， 0.886 (P<....O.OOOl)， 0.721 (Pく

0.005) でいずれも ~':j \，、相関を示したが，各 MP profilc 

から， 痕仔114 ではtx~ 3指末節骨が，症。115では第 59'J.

骨と第 4指末節骨が，および症例 6では第 5中手骨がそ

れぞれ左右差， Z-scorcで 1.5以上の差を認めた(表 2). 

4.家系の検索

症例 2の妹に/正子封印 51行'1'節甘の短縮， χ-scorcで -

1.5以下， を認めたー その他の同胞については特別な
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図 2.症例 2.38歳，女 PPHP

b. 

で 2.0以下， を認めた.以上，調査しえた 3家系には

いずれも第 5指中節骨の短縮を示す同胞が認められた.

考察

Pseudohypoparathyroidism (以下 PHPと略す〉は低

Ca， 高 P血症など hypoparathyroidism と同様の代謝

異常と ， Albright's hereditary osteodystrophy (以下

AHOと附す〉と総称される 1)特有の身体的特徴，低身

長，肥満，円形顔貌，短指駈症など，を示す遺伝性疾患

で， 1942年 Albrightらりにより報告された. また，

pseudopseudohypoparathyroidism (以下 PPHPと略す〉

は_I:皮小体機能をはじめ， Ca， P 代謝は正常であるが，

AHOの身体的特徴を有する疾患である8)

PHPとPPHPは同一家系内に発症したり，)，同一患者

が時期的に相方の病態を示したりすることが知られ9)，

両者は一つの症候群とも考えられている

本症の AHO における短指症は特徴的で，

之 、以;
一一角 Meon PPHP n・5
・ーー・ Poznonski n・46

2 

口 1

~ 0 

E -1 

5 -2 
z 
E -3 
0 
ょ a
c 
Q -e 
← 

26 
@ 

口 -)

-8 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

-Meto∞rpal--t--Proximal -~同一 Mldd l e --1--Di引01 一一ー

図 3. PPHP 5例の平均 MPpro日le. !.I.¥丸の線は

Poznanski ら の 平~)

Bellの

MP  profileの異常は認め られなかった. 症例 5の娘に

は I1向子の第 1:1旨基節骨，第 5折'1'節骨および第 l指末

節骨の短縮，いずれも Z-scoreで 1.5以下，をI認めた

症例 6の母親には，両手の第 5指中節骨の短縮， Z-score 
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表 1.手指骨長と短縮の有芯:ょを

normal* PPHP 
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SD mean SD P 
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mid. 

dis 

表 2.1，I，jpの MPpro日leのお1似性と JI九l後な千桁

Z-score が 1.5以上の;t
を示す手指'1'(

dis. 3 

dis. 4 

5指中節什の短縮が起るiJil'j度は Poznanski らの1定例よ

りも高かった (P<O.OOI)(凶 3)

さらに，家系調交により第 5折中節官の短縮を示す同

胞が認め られた.第 5]行'-1-'節'l'J'短縮症は比'1史的よくみら

れるが， 制流しえた AHO を有する症例の 3家系すべ

てに見出された点は興味深い.

brachydactylyの分類では typeEに相当する 10) 従米，

本症では.1'手告の短縮が強調されることが多かったが，

それ以外にも各末節'白，第 5指中節什の短縮が特異的で

あり，この点は MPpro自leを作成することでいっそう

明瞭となる.また，一見正常の手のxliJjl所見を示すが，

MP  pro自leによって典型的な pallcrn が認められる症

例も Poznanskiら2)が報告している. さらに，本症と

鑑別する疾患として. Turner症候:nr.いわゆる brachy-

dactyly type E， brachydactyly type D， acrodysostosis， 

TRP syndrome， multiple cartilageneous exostosis.そ

の他の先天奇形などがあげられるが，一般に，手折什長

の変形を認めるような疾患に対して本法は有効な補助的

診断法となりうる.

AHO における短指症の特徴として Poznanski ら2)

は第 1指末節骨の短縮が起る確率がもっとも高いとして

いるが，われわれの症例でも全例に認められた.また，

われわれの症例では，第 2中手骨以外の他の中手骨， ~1 

5折rj:'節骨，全末節骨が有意に短縮しており ，とくに節

口lCt. 1 

dis. 3 
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まとめ

AHOを有する PHPの l例と PPHPの 5例に対し

MP  profile を作成し検討した また， 3家系の|司胞に

ついても調査を行った.
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上肢の melorheostosisの2症例

Melorheostosis of thc upper limb; a report of two cases 

111本浩 司

沖111研一郎

語 11!1f一
川端 秀彦

斎藤正イIjl

Melorhcostosisは，特典的な骨硬化像と分布パターン

を呈するまれな骨系統疾患である.そのl尿凶は不明であ

るが Murrayは本症の背・病変部位が骨表l而の知覚と対

応した scJerotomcmapと一致することに注LIし，脊髄

女n党神経障害の役割を強調した.われわれも妓近， 2例

の 卜11主 melorhcostosisを経験し， scJerotomcとの関辿

安井 夏 生

浜 田 秀樹

山首て 猛*

河井秀夫

小 杉 豊 治

現病歴:10歳ごろより右薬 ・小指の変形 に気づく .

12歳時右尺骨の廿f!'.t化像を指摘された. この艇化像は

徐々に拡大した 14歳時右前腕尺側皮下に腫摘が出現

した 27 歳ごろから前腕部に疹痛がf_H現した 29 1~ 1I寺

当院受診.

右上肢は全体にIJ~大 しており ， '=1'・薬 ・小指に運動制

限，前腕侠骨沿いに手術廠痕，前腕J<M
皮下に直作 1cm の弾i生硬の腫癒を 2例

認めた また，右H，j関節には伸展制限が

あるが，知覚障害，発汗障害などは認め

な泊、った

X線像では，'布肩甲骨下(;11..L腕骨I)、l

iJ!lJ， 尺骨，パilllJ3指を中心に特徴的な竹

i此化像を認めた(図 1)，99mTc骨 scin-

lIgram でも X線上の病変部と一致した

ms位に著明な集積{象を認めた(凶 2)，

臨床検査では， 1. 25 (OH)2D3が 90pg/ 

口11と軽度の上昇を示したが， カノレ γ ウ

ム，燐， alk， p-ase などには%~;~.はなか

った

a. 17成11与の右手X線{象 b. 29歳時の右手X線像

1982{lo 6月に， 右第 5中手'rJ'の竹生

検および皮下腫癒の摘出手術を施行し

た.脆婚は内側前腕皮件l'経尺s!IJ;伎と!ぷわ

れる tr!'帝王に存在し，1去H恨的には神経'Y'f'j踊
図 1 症例J 1 

i'I:，州態，治療などについて検討を}JIIえたので報行する.

症例 1. 30 h'&， ')) 会社員

主 訴 -れ|てJJ立の修痛と変形.

既往歴:12 歳，イ iK骨骨髄炎 (~ 17 歳).

Key words: rnelorheostosis， sclerotome rnap 

* K. Yamamoto，、 Tsuyuguchi，N. Yasui， .H. Kawai. 

K. Tsuyama， H. Kawabata， H. Hamada (~r:rli) 大阪大

学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Osaka UnivcrsilY， 

Medical School， Osaka); T. Kosugi， M. Sailo， T. 

Yamazawa:市立12fIド病院整形外科

僚であった 組織学的には大部分が 日brosis であった

が，一部に軟骨化生を認めた(図 3). 

症例 2.24歳，女

主 訴:右手間節j辻原変形，右手指約締.

現病歴 :ノ|下|時より右手示 ・中 ・薬 ・小指の拘縮を認

めた.成長につれて右Jて!伎の成長障害， :;(i手関節のJ--.!.J:H

変形が進行してきた 20歳H与， 当院受診 右上肢全体

が低形成(上!校長兼 2cm)があり， 肩凶節外旋制限，

IJ.]関節伸展11;IJI浪， 前腕囲内， 同外制限， 手段一l節尺屈変

形，母指を除いた 4指の屈曲制限を認めた.知覚 ・発計二
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R 

図 2.症例 1. 99mTc骨 scintigram

図 3 症例 1. JJCF腫癒の組織像

{奇〉

Jj 

J，.，主・4齢

'r"'"ー

• ~ ..・ 工戸-

i* ~.~ _ 

(HE 染色， 100 

Lacuna を千iする円形細胞と，その周辺に線維軟

什様組織を認める.

などの機能には防害はない.

X線像では，右肩甲骨外官U)，上腕骨内側，)亡骨，尺側

手根骨および尺側 4指に特徴的な硬化像を認めた(図

4). 99mTc骨 scintigramでも X線上の硬化部に一致し

た部位に中等度の集積像を認めた.

1979年 1月に侠骨矯正ril切りおよび尺骨遠位端切除を

図 4 症例 2.20歳時のX線像

施行したが，内[o';I Ji.:が不十分であ っ たためí7~ I立!節となっ

た 再手術し 4ヵ月後には骨総合は完成した 骨生検で

は， 骨層状構造の不規則lな JJ~厚を認めた(図 5). 24歳

の現在，X線{象上の病変の進行はないが，手関節拘縮は

改詳していない

考 察

2症例の骨硬化部をそれぞれ図示すると， Inmanりら

が提唱 した sclerotomemapの C?/Cs領域によく一致

する(図 6).また，症例 1に認められた神経の異常も，

主と して第 8頚髄iIJ1経節の支配領域にあり melorheo

StOSlS の病変部と知覚神経支配との以11lIが示唆される

これらの所見は Murray2)の唱えている脊髄知覚神経障

害が melorheostosisの原因であるとする説を追認する

ものと思われる.

しかしわれわれの経験した2症例は x線像ではほ

ぼ同部位に病変が認められるにかかわらず，その臨床症

状は相違する点が多い.症例 1は，少なくとも 10歳ま
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図 5 症例 2 尺'I'Li主位端i1il組織像(HE染色， 100 

{-:守〉

では十jも症状がなく ， 12歳ごろから症状が11¥現し， 30 

成になるまて‘修!diをfれ、ながらf!'1!化部は徐々 に用人ーして

いる(凶 1). しかるに， 定例12は生下11、初、ら手指の拘

紛があり，骨病変のため成長障害を呈し，とくに手IYiI節

は尺骨低成長のため尺Bi変形している そして疹焔がな

い これらの所見から州附は同一でも発症IL'iWJにより，

!，E状にかなりのぷ災を示すと思われる.

骨 scinligramに|対して， Whylcりは本症では，州当E

(iilに一致して集積像を認めるが，他の硬化性疾患である

oSleopoikilosis， oSlcopalhia slriala では異7ifを示さない

と報告している 今1"1の 2症例はともに硬化部に一致し

た集積像を必めた 椛例 1はX線像 |ーも硬化像の拡大を

示し白 sc in lÏgram でも異常~:t'1 が I認められることか

ら，代謝的にも高活性を示している.症例 2はX線像は

4年I:n一定にもかかわらず scinligram にて山集積をみ

るのは興味派し¥

治療についての報行はみられないが，渡辺3)が'1干生検

C4 C5 C6 C7 C8 
口w!ii口口

case 1 

図 6.Sclcrotome map 

case 2 

部の什形成がlHfて‘あったと述べている われわれも，

症例 2において病変部付に隣後したf5t'IJ什切り部で通常'

の骨1段、合を得た これらのことから，変形拘縮にあIする

矯正rf'1切り術は卜分に有効な治療と思われる. しかし

軟部組織の re!cascなどの手段はの効であるとの印象は

得られなかった. また， !，円子111において， rl・用機斤:は不

明であるが，疹Ji'rjJe作時に EHDPが有効であった.

なお， 症例 1，2はそれぞれ第 1861nl， 1 52 回核Jr~外

科集談会以阪1'1'地)j会にてその要行を鰍告した

文献

1) Inman， V.T. Cl al.: Rcferred pain 白om skelctal 
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ピル開業 5年間の手の外科の経験

Five-year experiencc in hand surgery at a private office 

江 JlI

1978年 2月 1日，大阪 ・有r]聞のビノレの一室に整形外科

と形成外科を標傍して診療所を開設以来 5年を経た.大

学の整形外科に永らく勤務した身にとって思いがけない

ことも多かったが，その一つは手の外科の症例がかなり

多いことである.筆者が手の外科をライフワークとして

表 1 佐例の内，V(

切創 ・刺自IJ 195例

控岩IJ 223例

異物 45例

熱f U 47例

挫傷 365例

Jl¥主i時五 77例

捻段 172例

脱臼 29{9iJ 

側副靭帯損傷 61例

骨折 206例

切断 26例

イ中筋健損傷 84例

鳳筋膜 ・筋腹損傷 31例

腿附炎 411例

神経断裂 ・l亦痔 119例

j匂 縮 78例

感染性炭庄、 206似l

上腕骨上新炎 227例

先天奇形 109例

陸 揚 300例

関節炎 ・関節痛 387例

-;ti i長 20例

その他 169例

合什 3，587例

Key words: hand， private oflice 

ネ TsuneichiEgawa (院長) 江川整形外科形成外科 (~530 大

阪市北区角川111]8-47阪急タラン lピノレ・クリニックセンター，
Egawa Clinic for Orthopaedic and Plastic Surgery， 

Hankyu Grand Bilding， Osaka) 

いることを知って紹介された症例もあるが，その率は比

較的少なく，立地条件も関係することながら，もともと

開業医の日常診療に手に関する症例は少な くないものと

忠われる.

立地条件と患者の種別

当ビノレは大阪の北のターミナルに存在し，国鉄大阪駅

と2本の私鉄と 3線の地下鉄が集合し 1日の乗降客総

数は 200万人を越え， そのうち 40万人が当ビノレ前のコ

ンコースを通過する 当ヒ‘ノレ以外にも周辺には従業員数

数千人のビノレや百貨広が建ち並んでおり，そのあいだに

一般の民家が混在している.これらのビルの中や地下街

には飲食広のフロアーがあり，調理関係の従業員も多数

働いている.米院患者の大部分はサラリーマンで全患者

数の 80%を社会保険が占め， 国民保険は 16%，労災患

者は 3%，私費は 1%のみである.

全症例中の手の外科患者数

開設以来 5年間の全患者数は 15，424人でそのうち手

の外科患者は 3，587人で23.3%と約 1/4近くを占める.

これに次いで腰痛凶連 14%，頚腕症 9%となり，手の

外科症例lがもっとも多い(同一人で他疾患で再度来院し

たものは延べ人数として数えた.今回，手の外科患者と

して扱ったものは肘から近位の関節炎，骨折などで手の

機能に凶係ないものは除外し上腕骨上穎炎はこのうち

に含めた) 治療はなるべく保存的に行うことを原則と

したので全症例中の 2%，手の症例の 5%に手術を施行

したにすぎないが， 手の手術数は全手術数の 65%に当

たる(単なる創の縫合や療痘の切開はこの中に含めてい

ない)

症例の内訳

ぷ 1のごとく切創から挫創，異物，熱傷も含め表在性

損i1Jjが 510例，捻挫，脱臼，籾帯損傷，骨折など，骨，

関節に関するもの 468例，イ中筋，屈筋および鍵鞘炎を含

めて腿に関係するもの 526例でそれぞれ 13，14， 15%に

当たる.

受傷原因の比較

切創， ;jiIJ創は飲食庖従業員の業務上の外傷が多くを占
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ヒ、ノレ開業 5年l/lJの子の外科

切・刺創

196 

挫 傷

365 

側副靭帯損傷

61 

仁コ業務上 屋ヨスポーツ Dその他

図 1 外傷別の原肉の比較(%)

め， これと対称「ドJに折側副靭~g;j負傷は1jff:Ej(，スキーなど

スポーツ外傷が半数以L:で、あり，鈍力による挫傷はその

'-1'間的な色彩を示す〔凶 1). 

E建車問炎

症例数がもっとも多い.その大部分は秋・~í'1 1生!凶作i炎で

部位としては長母指屈筋艇に多い(表 2).ステロイド

剤腿革町内注射による保存的治療を原則とし， 3 ~ 61"1の

注射でほぼ治癒にいたり，観血的肱~m切聞を行ったもの

は 15例にすぎなし、

関節炎，関節痛

症例l数は 2番目に多いが，手や指の|見1節の1釘庁lや腫)振

を訴えて*院したものの， 病名確定にいたらず 1，21"1 

だけで来院しなくなるものが多く ，このような不明確な

項目とせざるをえず， 十分な分析も不II[能であった.こ

れも開業医の実態のーっかと思われる

ガンゲリオン

腫蕩 30017IJ'I' 215例がカングリオンで，そのうち手関

節に発生したものが 171例 80% を占めるこれも穿車IJに

よる保仔的治療を原J!lJとし手術施行したものは 7例の

みである.

感染性疾患

206例中探1，ι(181で 90%，蜂;何織炎 15，'i'J・髄炎 8， リ

ンパ管炎 2であった

先天 異常

109 {7"IJの内訳はA3のごとくである そのうち 23例

に 27回の手術を行った.

拘縮

78例の内訳は級品4拘縮 22，骨折後の拘縮 13，Dupuy-

tren拘縮 12， その他 31となる. これとはJWこ1980{[o 

5月から下の患者以外にも20歳以 上の全患者に対しT

の検診を行 った結果 62例の Dupuylren 拘紡を発見し

た.これについてはさらに症例を集めて改めて発表する

予定であるー

1899 

表 2 血~-m炎の種目IJ と部{立

狭タi"i'主腿WJ炎 401 j日IJ'- J壬l'r.fFi外転筋純

化膿 vu並~革fJ 炎 5例 l 長 1'):JJ'i周目白血s

リウ マ ;-1'[:1.住HfJ:k 3例 指ffilil:t腿

その他 2{0J '←その他

86例1

125例

116例

74例

合，:r 111例 合 ，:r 401仰l

表 3 先天災常の症例

1 分化の隊内

合JR症

tif介JMtE
Poland jIE似JtY，
裂 F
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n
U

巧，
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1

1

 

周知

屈11111:) 指

アルトログ リポーシス T

A

P

D

唱

A

q

L

;r.↓指

焼 f辻'1'土佐合J，i
J旨怜総 01iE

2. 佐 佐

多指tE

多J旨iiiiJ，i
3. j品成長

II指jrE

4 低成長

i立J旨症

22 

2 

4 

dι

T

q

J

n

4

Au
n
υ
 

t
A

内
〆
旬

}I¥ 'T'欠JJHi
Kirner変形

5 絞J!t!愉症候1ft:

6. その他

合 ':1 109 

側副靭帯断裂

61例'1_'18秒1129.5%に手術を施行した その適応はス

トレスラジオ グラ ムでf;JJi'i MP IYiI節では 35"，イ也の析

の IP1民l節では 20'以 |の動揺jiJを示すものとしたわ

61例9'4例が他の施設でl析裂を見沼されていた.

書 窪

字を 1
ftくうちにfjが乱れる 予からベンが)i!<せなくな

る，などのいわゆる_，I-r.底は 20{YIJを数える. rIJ'経利，'/I"J

阪とタイアッ プして治療しているが完治はなかなか|村総

である.

校創

控室11に分知した'1'に 14WIJあり，イヌ，不 コ，サノレ，
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ヒトにl佼まれたものである

その他

m~! 注イ~IJ1~~lt， l fが 1 8 fYllあり， ヒアニスト ， キーハン

チャーなどである 「ド業量の 1約終と自己ii't転換を指導して

いる 千術秒11はない.

比較的まれとされている microgeodiιdiseasc 5例を

経験した 本症は開業医をまず訪れるが，発州初期には

X線像でも'!r化をぶさないことがあるのでIt立が必要で

ある 長WIにわたり観察したもので Ilt発をよ包めたものも

ある.

まとめ

以上ヒノレ開業 5年間の千の外科のj，I二例についての経験

を述べた.いわゆるオフィス開業医として日常とり扱う

ーはつまらないような痕例の'1'から見/毒されやすいもの

を食L、11めたり，めずらしい州例を発見したり ，さらに

尚!交の知識を必要とする困難な症例に専門医としての経

験や技術?を生かして良好な成総を収めることに予の外科

駅としてのノ1:.き印斐が見:Hされる

文献

1)泉町l博IYIほか Fの先天i't'異常， 新臨床幣形外科全 /~ 8 

八，金!京::H版.W:京，136-190f{. 1971. 

2)江 111常ーほか Dupuylren拘縮 |勾説臨床経形外科"昨

防 5，メンカノレビュー iL東京， 64-77 f{. 1982. 

3)訂111市一 関節外科 1:83， 1982 
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第 26回日本手の外科学会演題目次と座長のまとめ

く外傷・骨折 ，

(座長 )I! 秀~)

l. High Pγessure injection injuryの治療経験 '氏 川 幸 Jムーほか・…1597

2. 外傷下のl血管{象の検討 ー ・ ー ー・ ・ー・ ー・ ・・ 河野稔五五ーほか・・ 1599

3. I:J伎における外傷性動脈癌の治療経験 ー・ ・・ ・・ ー・・ー・ ・・ ー 験 科ほか 1602

4 ハンチによる手術'['J折の検討 …・…ー… ーー …ー ・ ・ベリ リ ー龍順之助ほか ー1604

(1 ~ 4に関する座長のまとめJ scopc と血管造協と の比較検討の布無の質川があっ

1. Righ pressurc injeclion injury 6171Jの治療経 たが)<、I比はしていないよ うで，この方面の検討も

験について述べた.絞終的には 5例の忠Ji1切断とし、 望まれる.

う*.'dlさにな ったが，早WJの外科的処置のイi川性を強 3. 1:1伎の外似性1"fb脈灼の 問題で， 良性動脈旅 l

調していた 例， {;(.~性動脈摘、l WIJにつし、て述べた 比較的めずら

ノド拡i傷は注入物質のみ性の強さ とn入JF.))によっ しく，とくに偽tHfb脈癒では周囲組織との総ぷーも強

て，おおよその予後が決まるといわれているが，早 く， 神経と密行して定向している場介には，燥「ドは

JUJの徹底的な debridemcntによる減圧が大切であ 慎重でなければならないことを強調していた

る 4. sOXCI骨折，flglller 'il.Jfrと呼ばれるハ ンチじ

)1:. 1: (久大〕は高圧酸素 タンク 療11、をtJt川して好 よる手指の 39'n-析について，骨折の特徴や治療法

結果が仰られたという追加発言をしているが， 1試み について述べた

てよいJJ位、と思う。 治療成績は良好であるが， '1 ' 千骨m/~H'I'J 折の数例

2. 外傷下 104例に血管造影を施行し， 焼'rl， )~ は照的変形を1.]し， MP以l節のj111展障){-をきたした

'ljj'!動脈の太さ，浅 ・深掌動脈づの優位J.[の比1絞など が許容しうる角度であ った

を行い，治療指針にしており ，積極的なI血管造影の I:loxerの'1'手fj'i'J折例で再骨折をきたす刈J仰lをIA

鈍行を強調していた 示し骨癒介下IJ定後のぷ合出場のnJ否のむずかしさ

七~際，臨床的にすべての症例lに山Ti'i:ih与を施行す を述べていたが，呈ぶの恒例ばかりでなく，スホー

ることはむずかしいようである ツ外傷における治療とスホーツへの復帰のHω切や継

近年超7T波血流検知1'* (日owscopc) も開発され 続などの問題について作J}I預から検討されなければ

ており， 11¥))友示計により Dopplcr1F1!lY;のピッチか ならない

らIfllI!!E速度も測定できるようになっている Flow 

骨折・脱臼>

〔凶長赤 Jjll: 治〕

5. 下J行法節'，j"の rotationalsupracondylar rraClureの治療経験 ・ ・0・ ・・ ・ー 麻ノ1:)11ーほかー 1607

6. 1刊P関節l悦1'1骨折の病態と治療。 ・ 0・.......... ・・・ ・ ・・ 0・・ ・ 小比1'1 .'.'~;ほか 1610 

7. PIP 1対節i'-'i'fl!IJJ悦rJ骨折の治療 …・ 0 ・ ‘ ......……・・ ・ー・ 須川 勲ほか 1612

8. 隙川性 PIP関節損傷に対する Robcrlson牽引法の適応と成績 ・0・・・..............・ 111島達也ほか .1616

(5 ~ 8 に関する座長のまとめJ iI確には矧;;jlとすべきであるとの こと である |川山l

5. 1，~節骨の rOlation supracondylar fraclurc 4 応法として新潟大111)みより χuggurtu略法がイ-)川

例が郁子1されたーなお， 1'1川外力より与え従米いわ であるとの指摘があった

れている rolationは不適切で angulalionとすべ 6. 治療 1'.問題の多い PIP脱l'1骨折について，'1' 

きであり， 1l折の郎位は多く頭郎とされているが， 節骨関節面に末梢似IJに転位した central rragmcnl 
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l を有 L，volar plate の付着した 'I~J 片は基節骨頭に たい旨発言があった

より押し出されて生じその結果として背側脱臼と なお，この点は非体重負荷関節の整合性が長期間

なるもので，引傷された関節面を整合するためには の予後にどの程度の影響をもつかとし、う重要な問題 |

観凶l的療法が望ましいとの発表である 名古屋被済 の一部として，今後さらに検討を要すると感じた

会病院木野より手術侵裂が大きいとの発言干があった 8 予後の非常にわるい陳旧性 PTP関節損傷につ

が，演者より細かい手術操作を裂するため従来行わ いて観血的療法後に 3方向牽引法を利用することに

れている側ブJ切開より，むしろ atraumallcでその より，関節軟'，'1の減圧，搬痕拘縮の防止をばかり，

結果可動域制限も少ないとの見解であった また名 人TI対節など過大な侵襲を避けて治療成績を向上し

大三浦より volarplat2を温存することの重要性が えたとの報竹である.

指摘された 名古屋保健衛生大矢部より関節商を含む骨片がす

7. P1P )J>l白骨折に対しはtension blつck splint でに癒合した症例では骨切りが必要であり ，またflllJI 

|のかわりに， 脱r/役復後基節骨頭に中IJ入した Kir 副初帯再建例では， Nillされた切手持に牽づ|により弛

schner銅線により絵復(立を鮒持し，良好な成績の得 みが生じる恐れがないかとの質問があり，演者より

られることが報代された 名古屋版流会病院木野 riij者については当然であり，後者については反対側 |

大分大麻生より複雑に損傷された11_1節'百・関節而の整 は屈曲位拘縮による短縮があるため弛みを生じるこ

合が困難な点より保存的療法の限界が指摘されたの とはないとの意向であった

に対 L，演者より今後観1(1l(1(j療法についても検討し

パネルセッション 1(舟状骨骨折)>

(座長小林 品〕

9. JIr状骨骨折診断における navicularfat stripeの意義について………......……・・・・藤沢孝 三ほか 1453 

10. 予舟状骨骨折の治療成績..... ・・・ ...・ ・ ・ ー...........…一.........・ 0・・・・… ..平野英二ほか・・・1456

11. ブックプレート (Endcr)による舟状骨偽関節の治療経験... ……・…・・・…・…・・・中土幸男ほか…1460

12. 千舟状骨什折の治療成績ー…・ 0 ・・ ・…・・・・・ ・..........・ .....一....................肥留川道雄ほか...1463

13. 千舟状'ill'l折手術例の検討 .....…........… ...… -… -… ・ー・ー ー….... 亀 1[[f等生ほか・ 1465

[ 9 ~1 3 に関する rl'長のまとめ〕 る

9.の藤沢(三重大〕は舟状'I<J"円折の診断に navi- 11. の中卜(信州大)は外国における経験から，

cular fat strioc像が役なつこ とを述べた 本現象の E吋 erの考案したフックプレートによる骨接合術の

発生メカニズムはL、まだ完全に解明されたわけでは )j位、を発表した かなり強固な圧迫固定が得られて

ないが， X線上骨折を明確にできないときに有川で 竹移純を併)/Jして良好な成績を収めている 適応は

あるという 6%に falsepositiveがあったとのこ 偽関節例と l部の新鮮例にあるという しかし他

とで，今後症例集積の必要があろう の方法でも比較的良好な骨癒合が得られるので，海

その他の演題は治療についてであった 綿質に富んだ本骨折に庄迫固定が必要かどうかは問

10 の、/7.野 (長崎大〕と 13.の亀1[1 (県立川崎病 題が残っている

院)f工乍側侵入による inlaygraftがもっとも成績 いずれにしてもこのように本骨折の予後について l

が'ムf定していることを述べた 術依 3カ月以内にい は良好な成績が得られていることは事実である.大

ずれも骨癒合の完成をみて予後は良好である 方の意見を総合すれば新鮮例にギプス固定を 6~1 2 I 

12 の肥留川(日医大)は主として保存的治療に 週間行う しかし不安定型!および転位が著明なも

ついて述べた が「鮮例および_Jjjj急性(受傷後 3カ月 のや症状を伴う偽関節には手術的治療を行う点では

以内〉のものは原則として保存的治療を{Jって良好 異論がない。ただギプス固定法，手術侵入法，手術

な成績をあげている しかし仇関節が明確になっ 法について多少相違がある ギプス固定は上腕を含

たものは手術に移行しているーその中には骨移植の めた lコngarm castで末梢は母指 IP関節までとい

みならず近位予根骨列を切除し['[家舵充Jil'tを併用し う意見が多い これについて田島(新潟大)より手関

たものがあり，関節怖の強いものに適応を決めてい 節尺照位固定が Zuggurtungのメカニズムが骨折部
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に働いてよいとの意見があった Dr. Dobynsに座 経過例でもないようだとの解答であった また，

長が質問したところでは longarm castで協加位が radial slyloideclomyについては ここ数イド来発表を

ょいとの返事であった. 続けておられる室111(怒恵医大)に座長から発汗を

侵入f1;ーは Russc法を基本とした'学側が多かった 依頼したところ ， 従米どおり本法が焼ß!I)~!I)副籾帯の

Ende.のフックプレー トについては関節症の発生 牽引力を低下させる点や， 関節出発生例には良好な

危倶についての沼、見が述べられたが，外国での長期 ことから考l台、しでもよいとのことであった

く手のスポーツ外傷 1、
(座長渡辺好博〉

14 ソフトボーノレによる指の二l1U負傷例の力学的検討ーー ーー・…・・・・・ … ……・・・…・・・ 小 島宇Iよ;ほかー1634

15.スポーツにおける子部循環障害について...・・・・ 0・0・・・・・・・・ ・ ・e ・ ・ ベー ・・ ・ 作原 誠ほか 1436 

16 女子バレーボーノレ選手にみられた挽骨放労骨折の 1例.. • • . . • . . . . . . . . . • . . . . . .…ー ・・・ 万納寺毅符ほか ー1639 

17 過去 5if問におけるバレーボーノレによる手指スポーツ外傷の検討 … … .... ./反 邦夫ほか 1642 

18. スポーツ外傷に伴 うt肢の閉鎖性神経障害について…・・ 0 ・・…・…ー ー…・・・ー・ぃ・一......{t()1一剛太郎ほか・ー1693

( 1 4~ 1 8 に関する座長のまとめ〕 ているが，いずれもスポ ツによるものではない

本学会で「手のスポーツ外傷」がシンポジウムに 練習中のレシーブの繰 り返しによるストレスが版図

とりあげられたこともあり ，スポーツ外傷に関する と考えられ，将来も発生の危険性があるものと件告 |

演題が数多くあったそのうちの 5題をまとめる された。

と 17.}J;( (松卜柄院)は，ハレーボーノレによる予の

14. 小鳥(九人ー)は，これまで発ぶされたことの 外傷の検討を行った 野球やソフトボーノレて‘ DlP I 

ないソフトボーノレによる，桁節骨二屯損傷例をとり 関節が多いのに比較して PIP，MP関節に多発して

あげ，その発生メカニズムの解析を行った.この似 いる原因として，野球など小さなホーノレによる場合

傷では，二つの lypeがあり ，一つは DIP関節屈曲， は，指尖からの衝撃が加わることによ って DIP閑

PIP闘節仲展型のもので，いま一つは DIP関節， 節の受傷が少ないが，大きなボーノレを抜うバレーポ

PIP 関節ともにj~仲展される lype の も のであると ーノレでは，111の掌側からの徳I般によってより近位の

いう . ソフトボーノレの玉が大きく重いということも |央)fi↑Jが損傷されるためであろうということであっ

この ような激しい外傷の発生以因ともなるという た

15. ;u:IJi( (札幌逓伝病院〉はスポーツによる手の とくに頻1"1のストレスによる))1，)節炎 lypcの障害

循環障害例を発表し，うち 2111)は尺'骨動脈に， 1 (日j が多いということも特徴的である

は指動脈に発生したことを動脈殿影などによって診 18 桜)1:(11大)はスポーツによる 1:1伎の閉鎖性

断した この障害は頻同にボーノレを手に受けるスボ 神経障害例を発表し，この障告が'，';1)に多いものであ

ーツによって発生するものと考えられる j血管の状 ることを知らされた しかし F後は良好で，全氏ス

態は確認されておらないので，この点将米の問題と ポーツに復似 しているということである 特徴的な

して残されよう ことは手根管症候群が 1例もなく IJ.)トンネノレ刈ー候lr('

16 万納寺(関東労災病院〕はk子バレーポーノレ がもっとも多いことで，これに対しては手術が行わ

選手に発生した非常にめずらしい出骨疲労'i'l'-!1r例を れている。多くのスホーツでIJ、Iに対するストレス，

発表した 焼'I'jの疲労什折は，外)"1で 3例発夫され 'Hの外傷が強いことが示唆される

く招待講演 1>

(座長 山 岸 1''-1人〉

Tumors of' lhe hand ・・ ...........・0・・・ ー・ …-・ … … …・…..".……....J.L. Posch， M.D. (U.S.A.)...1417 

<手のスポーツ外傷 2ノ

(座長白沢晴 夫〕

19.指屈筋l腿停止郊の引き抜きm傷について ... ……・・……………… ・・ ....".. ••• ':'i.良三千'))ほか ー1738

20. スポーツ外傷における手の骨折症例の検討......……………ーー … -・ ・ ・…………松 本 午ほかー1621

J 
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21. 新鮮手指スホーツ外傷の:.l態とその治療 .................... …… .......… ・・… …木!llf~受武ほか… 1623

22 最近経験したスポーツによる手の外傷 ・ 0・・ e・ e・ ・ e・・ ・・ ・e ・..一佐 俗雄ほかい・1625

23. スホーツによる PIP 1民l節外傷 ー ー…ー……ー ー・ ・ー・・ ・ー… ・・ー……・ ー鈴木 l唆ほか・1628

24. スキーによる手の似傷

一-Ski-lhumbを'1'心に -・栗 111R円以1Iほかー.1630

C 19~24 に関する座長のまとめ〕 傷が 49指あり ， 捻陀と見逃される危険性があり，

19. m加筋腿停止mlの引き絞き:tJ.¥傷について e Slress X線{象が必要と強調した. j行の外傷ーに関節損

浪は 6例を報告した 二つのグ ノレーフに分け， 一つ 傷が多いと述べた.

は 20 代の リj性でタックノレによる受傷で 3 例がれ J~1 22. 1庄は必近経験 したスポーツによる下の外傷の

桁であった もう 一つのグループ は"I'{I久性で 2例 116例を報告 右手の泌 ・小指に多く，バスケット

が転倒 1例は長N折屈筋胞の皮下断裂であった ボーノレが一香多かった ボーノレによる突き桁が 77

Advanccmcnt r.tによる rC-lIlsertlOn をfjったが， 例 66.4%であり， 竹|刻節損傷が 60% を11iめていた

滑動性不良のもの，癒煮の強いものは成績がわるか と報告した.

った 池谷は rC-lnsertlonで A，Pllllcyを泌すこと 23.鈴木は PIP1対節外傷について，193例， 195 

がむずかしい例があること，川島はこれに虫干し， A4 j行を報刊した PIP 1対節脱ιl廿折が 102指，側亘IJ初

pulleyを Z字形に開いて， 再縫合する方11、がよい fi?似f1Jjが 47指， f'，t.J'tえが 4l:t旨，プトニエノレ変形が 5

と述へた 木野は遊離llitf'多他がよいと述へたが，多 折であり ，PIP I刻節脱rl骨折には exlcnsion block 

少の末節の や11 11'~~l il] l;Jえが伐 って も rc- i nscnionのほう {.t， Wilson法 Robcrlson法を行い， ~IJ'片に 1((接

がよいのではないかと忠われた 伝裂を加えない Robcrlsont.tが術後の ROMの同

20. j会本はスポーツ外似ーにおける子の71折椛例を 復はよいと述べた 麻ノ|二は&f坐の~義に声、I し質問

10 {I.I/:J 209 (YIJについて検討し球肢が 86% と多く， し， 1l'~V\は明らかな I(!)}帯創傷や骨折などの所見を欠

手術Iは PIP関節に民lするものが 16例中 8仰lを占め き，初，lifの一i'm，関節包などの軟{fll組織に臥傷ーがあ

たと述べた 次いで， 光州問実験によ って mallel るものと考えると終えた

fingerの'，1折， PIP 関節の骨折，脱臼'!ljli'の発生メ 24.栗山は ski-lhumbを中心にスキーの手の損

カニズムを検討したが， rJl島は実験設定条件とし 傷を述べた 手術は腕骨!I]に多く，エッヂによる切挫

て，筋 ・胞の1動きによるダイナ iックな状態も検討 創が多い.fJ:指 MPI対節の尺側側面1初?17はIIIi方転

する必~があろうと述べ，絵巻は最大均的i li:、力の解 倒IL'j-，母折の外転， !削1/1肢による似傷でストヅクに

析をすべきであろうと述へた 起同し， sal"ly-slrapの改良や，手袋のL次長が F防に

21. ，.f:野は手指スホーツ外傷の実態とその治療に は必~と述べた いずれもスホーツによる腿 ・骨 ・

ついて， 過去 6年1/:]の 228人 (250桁)をもとに検 |主liii'iの唄傷の報告が iであり，スホーツ爪動からみ

討した車内*を報告した ソフトホーノレが一番多く、ド た治療は必す.しも守~ .Mでないとの印象を'支けた

均 33)，誌で小指に多い特徴がみられた {J!I]i';¥IJI(:i)併損

く招 待 講演Il..>

(座長治ij~干 11'1 人)

SpOrlS injllrie5 01" lhe hancl 

招待講演 111>

〔座長高岸 11'1 人〉

SpOrlS injuries 01" lhe wrisl 

、シンポジウム 1(手のスポーツ外傷)/ 

(riJ:会問 jるi主也〉

G. LlIndborg， M，D. (Sweden)-..1418 

ー・・・ j.H.Dobyns， M.D. (U.S.A.).・1419

1. }'のスホ ー ソ外傷・・・・ 0・・ 0・......".……・ ・… ・・…・・…・・ … … ・ー…....・ H ・....・ 向。¥1I!'i犬ほか ー1421

2 サ y カ-;握手にみる下の外fijj..…・・・・・・ 0・0・0・・・・・....・0・0・・・ー・・.....".・・ 0・・h ・・・ 0・0・・・・・・・・・..・大 山 災・・・1423

3 スキーによる母指の外傷の川題点 ・ .....… ・ ….................................渡辺好博ほか ..1426

4 手のスホーツ外傷について… e・e・-… e・e・..・………・…....・a・-………・…………………....花村達夫Jまか…1429
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5. 1三のスホーツ外傷....................................・ ..........................……-… 関 利砂]ほか .1432

6 下のスホーツ外傷「統計'1:的観綴」 ー…・ 0・.......................・e ・e・.• . . • • • • • • .ーー 谷 1'1: t.主 ー1435

(1 ~ (jに|刻する座長のまとめ〕

手， j行の縄々な型の外傷は，その原悶がスポーツ

であれ職場や~t校，家庭における事故であれオー ソ

ドックスな治療法に本質的な差はないはずである

そこで手のスホーツ外傷について予の外科の立場

からイT怠ぷな検討題目を選ぶとすれば，

1 )スホーツの穐類と生ずる手， j行外傷の種類

(病態)との関係，とくに発生のメカ ニズムの検討，

2) l}ij項の発生メカニズムの分析に基づく有効な発

ノ1:.f'防法の検討， 3)スポーツ選手が受傷後できる

|絞り速やかにスポーツに復~If} で きるための簡使で イT

')')Jな ~.ÿ.7]IJなあるいは“アンオーソドックス"な治療

法が行われている実状とそのような治療を施された

例の機能的転帰の検討，などが考えられる

そこで手を含むス ポーツ外傷に闘する業績をもっ

6 ;れのシンポジストを選び以 |ての三つのテーマを'1:'

心とする検討結果の発表を依頼した.

1. ~'hれらは手関節損傷は体以(とくに男子では

あんJ5，氏了ーでは床〕やラグビーのj握手に多発 し手

閥節をi''f照または掌屈位で‘つくことがセ要な発生メ

カニズムと考えられるのにx-tし，j行，とくに PIP

関節J1lfyjは'llfJょにノミレーボーノレ，バスケットボーノレ

など指を使う I求伎を行うスホーツ愛好家に多発する

傾向を認めた 1三のスポーツ外傷では，とくに選手

が受傷した場合手術療法が行われる例は少ない 予

後については複雑な因子がからんでいるので保存療

法と手術療法の優劣は明確に断定しがたい 結局個

個の症例について総介的な判断によって治療法ーを決

定すべきである いずれにせよ受傷後ただちに専門

医を受診するこ とはきわめて有意義で紋近は コーチ

もそのことをよく認識するようになったという ー

2. 大島は手でボーノレを他持することのないサッ

カ-J握手に発生する手，111外傷について述べた 例

外的に下でポーノレを把持できるゴーノレキーハーに手

術創似が多発する.調査したノンフロのゴールキー

パー 201'，全綿の両小指 lP関節側副間帯断裂による

政，t-rr性をd、めた 損傷メカニズムは低いボーノレのセ

ービングで折を芝生に引っ掛けることが tで， PIP 

関節では挑側側面1籾帯， DlP関節では尺側のそれ

が加傷されている フィーノレ ドプレーヤーでは手関

節背屈位での転倒を機転とする;tJ状'，'l"，'j折が比較的

多かったが治療を受けていない例，悠訴のない例は

疲労骨折の可能性が考えられよう

3.渡辺らは診療聞が スキー場としてすく品れた械

王を含む山形県のためか スキ ーによる母指 MP関

節損傷ーが，とり扱う下の全外傷例中かなり高率をr1i

めていること，受傷機転はストソクをもったまま転

倒して手をつくことにより MP関節が過伸展外転，

または屈rt11内転を強制されることによること立傷

直後に専門医を受診せず，腫)阪が高度化してから，

さらに後 円 M P 関節不法:定性を I I~:するようにな っ

てから受診するかそれでもなお放医しておく 者がか

なり多い 'Ji'kを指摘した 予防策としてはストック

のグリ ップについているヘノレトが転倒時に手から離

れる安全装釘とスキーj日手袋がful!くならない改良が

必要であり，受傷後現場で応急処置を受けても後遺

障害の発生を防止するためその後必ず専門医を受診

すること の必1.2:性を強制した。

4. 花村らはスポーツによる手の外傷をソフトボ

ーノレ，野球，バレーボーノレなどの球技による{tfと宅

手，柔道などの約闘技による群， その他の l~Yに大別

し，発生メカ ニズムに検討を加えた また，大多数

例は専門医の治療を受けていないことを確認した

5. 1羽は高校生運動!:i5n約 2，500名を対象に， 手

|刻節および桁|刻節のJili動桁のれ無を調査し市j?;似性

3. 7~百，後告 |似性 2. 9% の結果を得た前者中に1白状

骨骨折， 三角fJ骨ー折，手恨11・間切帯損傷による手厳

骨動揺性などが検診で発見された これらが 1凹の

強い外傷で発生したものか反復する小外傷による も

のが確認できなかっtc. とにかく総質的損傷を後遺

しているも のでスポーツを継続していた者が多い，

このことからスホーツによる手の外傷の頻度は軽傷

を入れる と F氾!外 にr:'~ l 、 可能性が考えられるが， 正

確な統計をと ることの困難性が痛感された

6 . 谷は手のスホーツ外傷は男性， 11・ ・ H:1 1~ イ弓手に

圧倒的に多発し，また尺似1)指に多く ，IJI{凶と なるス

ポーツの種 1-1では野球が一委多く次いでソフトボー

ノレ，バレーボーノレなどであるとした 受i易機転では

うたき指， その他の折|民間Ht:l傷が 70%以 1-.を，'iめ1:]

J行のそれを加えると 80%以上を占める. liij ，JW.tiQ 

J行， DIP関節脱Fl'削斤， PIP関節側副初帯断裂，

同脱FI骨折からなる 才?の所属の慈恵医大整lfj外f'I

では施術例が保存療法ー秒IJよりやや多いという

手の外傷rl"スホーツによるものの頻度は職場災計

一“... 
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などと比べ低く ，またスポーツ外傷がチに発生する つ例は以外に少ないようである.スキーのように手

頻度は F肢よりも低いと 一般に考えられているが， が使用する道具をもっスポーツでは安全装置の改良

手のスポーツ外傷が運動選手に発ノ1:.した場合，軽似 によりある程度受傷を予防できる.予防策として手

の場合はもとより必ずしも軽kでなくても専門医に mのテーピングが広くmいられている 治療につい

受診しない場合が多く，また反復外傷による疲労"'J' ては速やかにスポーツに復帰する必要ある選手では

折，I(!)j帯損傷などではn党泊二がほとんどなく見過さ オーソドックスな治療，とくに手術療法は施されず

れる場合も少なくないので，頻度は実際には f想以 やはりテーピング程度ですまされる場合が多l'.そ

1:に多い可能性がある しかし正確な統計を仰る れにより凱傷が陳旧化し関節の変形不安定性，運動

ことはむずかしい スポーツの種類と惹J包される外 制限，ある純度の疹痛を後遺しでも放置しそのま

傷の種類(病態〕との関係をみると，球技によるJH まスホーツを継続している者が多い. しかし受傷

IP関節の脱臼骨折， 初帯煩傷，転倒をノ|二じやすい 時速やかに専門医に受診する意義が強調されるべき

スポーツや格闘技による予関節損傷，とくに舟状'百 で，最近では各スポーツの専門コーチもこのことを

を主とする手恨f子(脱臼)骨折，靭帯J11傷が多い よく認識してきている

ただし後者による carpalinstabililyで慾訴をも

く神経 ・基礎 1>

(B'長束|十l紀彦〕

25. 神経恨引き故き損傷に関する'だ験的研究

一一第 3報 フィプリン糊を)III、ての鎖神経恨糸縫介MiiにつL、て一一 ..................呉家守二ほか 1517 

26.末梢神経牽引損傷に関する'た験 6 ・ ……………............・ e・...… ・ ー 一 .......天谷信二郎ほか...1520

27.運動神経点と知覚神経束との減目Ijにおける末梢神経コリンアセチノレ基転移酵素活性…大 串 始ほか・.1523

28.血管柄付神経移植の研究

一一一シリコンチューフで遮dました移植片の Q~1i井、 1 " 1復について ー・ーーー ・・・・・ ・・光的 勲ほか…1525

[ 25~28 に関する座長のまとめJ funiculusのみが残り，このためゆっくり Oにいたる

25 . 家兎で椎弓切除俊，~仙のがI 根，後似を と回答した

lransilional zoneの末的側寄りで切離またはH:J判表 27. 運動神経次には知覚神経束よりもコリンアセ

lフィプリン糊で修復し術後 1. 3カ月に光顕組織 チ叫移献活性が豊富な事実を利用し この酵

学的に検討した結果，良好な再生過程が観然され 素活性測定により運動と知覚の funiculus識別lを試

たーしたがって動物において，背杵管内での引傷恨 みた.新鮮切断 t肢手根管部の正中神経ではその挽

の修復は可能であると結論した.今後の臨床応用へ 側に，瓦状'ii'i'i!;の尺骨神経ではその尺倶IJに本酵素活

の過程が興味深い。 性の高い funiculusがあり，これらは運動神経束と

26.家兎膝骨神経に特殊の牽引業問をう!ij守し，牽 |寸;えとされた この方法では 20本くらいの funiculus

51速度を 5mm/分，50mm/分， 500 mm/分に設定 を60分以内に識別できるので臨床応用が可能であ

い張力と牽ヲ|長の関係を検索した I : ，:~ 3群とも る 筑波大の光嶋は遠心性に4qh索内を輸送されるア

三つのピークからなる同形曲線が何られ，張力最高 セチノレコリンの測定では切断末梢部の Cuniculus同

値は第二のピークであ り，その直後張)Jは急に下降 定泊川、"J能ではなL、かと質問した 演者は切断末梢

し さらに 6mm牽引後張力は Ogとなり断裂し 端の本酵素活性の失活時期jの自験例はないが，文献

た 断裂;加工事l'経分岐部の遠位'(，Cりであった 大|以 |ーでは切断後 3日間は活性を有すると回答した。

市大伝川は神経分岐部の遠{¥i:で切れるFJI由を質問し 28 末梢神経移有([実験で移植床からの1fTl行を途絶

たが検討rt'との回答を得た 筑波大光111巳は第一のピ すべく ，シリコンチ ューブで包んだ血管柄付移楠片

ークの13、主主とゆっくり OgにL、たる理由を質問し と同様操作の遊離移舶片を作製しそれぞれの再生状

た.演者は第一のピークは cpmeunumの外側結合 態を検討した J(ll管柄付移植のほうが遊離移植のも

織の中枢側へ退縮するさいに/H現すると述べ，さら のよりも南h索流 (Aowfront)の長さが長く ，早く成

に牽リ|により eplneunum，penneUflumが切れ 長すると結論した慶大根本は 2右手間での最終成績
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の差と今後の臨床への適応について質問した 演者 た臨床的には広範間内滅や放射線による障害など，

は同一時期での成長は血管柄付神経移舶のほうが早 移植床の劣恋なる状態のものへの適応を考えたし、行

し、が， Illrj者とも!Iijh索は成熟過程への状態を忌し，ま 同答した

く神経・基礎 2>

( 座 長 城 戸 正 詩 )

29.末梢神経外血行の温存 ・遮断が，神経|付l血行 に及ぼす影響についての

電解式水素クリアランス法による検討 .. ・・・ 0・・ ・・・ 0 ・ .......… ・ー…...j除野主 ";1ほか 1529 

30.末梢神経移植に閲する実験的研究

移枢i時期と再生率について ー ・ -一杉山 孝ほか 1532

31. Entrapmcnt ncuropathyの'だ験的研究

一一Jntcrnal nellrclysisと cxternalnc山口Iysisの比較 ・リ ・ー ・・…一一・ ・貞 広 哲 郎ほか・ 1534

32.末梢神経障害における骨格筋の組織化"'f的所見(第 3報)・一.... ・・・ー….......・・横山昌幸ほか…1536

[ 29~32 に|刻する座長のまとめ〕 しては一次神経移値税， 1ヵ月後移値群のほうが 3

29 新潟人:，J.'j:グノレープによる末梢神経の 1(ll行に関 ヵ月後移植鮮に比し神経線維の再生が良好であると

する 研究で，今回は cxtrinsicvascular systcmと いうことより ，1j1く神経移舶したほうが神経再生が

intrinsic vasclIlar systemによる担11経内J([1行に与え 良好であるとの結論をしている.

る~~宇中を水素クリアランス法をmいて検索， また 31.Entrapment neuropalhy の'だ験モデノレを作

併せて組織学的検索も行 っている 結果として神経 成し inlernalnClIrolysisと externalneurolysisと

外分節IUl行遮断例で神経の直径の 20的以 |ーの長IJ般 の比較を行 っている。比較的軽症群では inlernal

を行えば神経級車If'束|什の凶l流の著切]な変化を きたし neurolysisのほうが!日|復が遅れ， 比較的重症併では

組織'学的にも変性を起すとの結論が1111された ま j，ld~rの差はないとが1，論し internal neurolysisのれ

た神経|人H主軸方向の血流遮断例ではIfrllAtの著I.!JJな減 用性はみられていない なあ;entrapmcnl ncuropa-

少はみられていない。 thy実験モデノレにつき討論がなされた

30.広島大学グループにおける末t1'ii'ljl経移柄引に|刻 32. 末梢神経障~I-ç.における骨約筋の組織化学的検

する研究で，今[r'1は移楠時!日!と再生本に|刻して神経 索で，今阿は末梢神経一次縫合後の骨絡iljiの変化を

横断電顕版本にて再ノ|状態を観察している 結果と 家兎を用い検然している

く神経 ・臨床 1~ 

(伸長野村進)

33. I].Jトンネノレ症候計に対する 川lcrnalnellrolysisの治療成絞 ー・ ・ー・ー・・・ ..・ :JI: 1ニ廃司ほか・ー1659

34. I].J ，'~l管抜候lti に対する手術成績

一一-King法および King変法の比，~去を '1'心として …・・・・・.....................ーー荒牧健 ーほか 1661 

35. ClIbital tllnncl syndromcに対する水溶悦二造影剤 MetrIzamideによる

術':1'神経造影について..... ・e ・ ・ .............................…・・・ ・ ・e ・ 林 茂ほか ..1664

36. IJ.J (~l管症候./tYIこ対する King 1.t訟の術後成績ー-… . • . . • . . . . . . • • • . ー............・ 0・Jム・竹 重 幸ほか 1667 

37. Ulnar lllnncl syndromeの6例ーー …今井孝行ほかー 1670

[33~37 に閲する座長のまとめ1 がよか ったと発表し，神経 1'1 休に対する侵裂の)，~(で

5題とも尺'iJ'神経麻Niにl掬する泌;屈であったが 33席とな見を具にしている 次レで 35の林は

はじめの 4題はIJ.J部管症候併に関するものであり cplneununl下に MCII‘izamidcによる体i'l'神経巡彫

あと l題は手|潟mi部における (GlIyon管F付近の〉ト の像が nellrolysisの必要性の判断に有用であると

ンネノレj，i;候i洋についてであった 述べ， 36 の横浜市大'.ii:竹は新しい機能評価表をつ

33 の信州大jl:1-.は Internalnellrolysisの成綴は くって成績の調査を行い，両演題とも新しい方法を

よく， 一次的な搬痕形成の影響はないと述べ， 34 試みている

の福岡大荒牧は King原法のほうが変11;よりも成績 以上 4題に対する日、Li命では， 33. に対し l川 ernal
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ncurolysisの成績は， それを行わなかった川例の成 King訟は外反IHの強い京例に行ってもよL、かとい

績と比較したのか，また internalneurolysisが必要 う質問で， IHの動指性について討論が行われた.ま

な杭例をどうして決めるのかなどの質問が川たが， だまだ質問したい人が多数手を上げたが，時1:¥1がな

このいずれも解答のむずかしい川題であろう 35 く討論を打ち切った

の体I中造影訟はそのーつの解約;をぷすものかもしれ 37 の慈，1JX阪大の今)1-.は手関節での ulnarlunnel 

ない 36 に対して 1¥1C¥'の測定は成絞判定にイi syndrome 6例'1'， 2例の破格筋による発病を報告

がJでないのかという1'1川があったが， '!i..竹氏は今川 し，この症候ir下でもっと破格筋の存在に注意すべき

の調査で MCV の改汚が成績に比例しなかったが， であると強制した この点は重要で，同様の1，r:例の

イj用性はある点を説明した i¥ICVについては 33 経験自がL、ないか聞きたかったが，時間がなく討論

は改善良ーの判定に役立つと述べており ，評価iの他党 できず残念であった

的検査法として今後も必21_tであろう 34. に対し

く神経・臨床 2> 

(座長 x {i1; r(D 
38.非外傷性侠骨神経深校附:J年の 7似j... ・ . . • . . • . . . • • • • • • . . . . . . • • • • • • . . . . . . . .……...ー竹内内人ほかー 1672

39.手線符症候i1'(発症の要閃としての手恨管断|同航の CT による検討 ...・ ー.......梁 11:隆ほかー 1675

40 焼甘遠位端骨折に合併した正中神経麻痔の検討

一一一手術杭例を中心に- -.. ・・・ ・・・ ・ ・・・ ・ー… ・…..............吉|出j克巳ほか 1680 

41 手根管症候併の家族性発京例について ー…….....…............…・・・…・・・・・・・ ..~'1厳正正二郎ほか 1682 

42 予恨管症候i庁ー ー . • • • • . . • . . . • • • . • • .・・ ・ ・・ ・ー・・ ・ー ー ・ー ー頻iいj行雄ほか 1685

[38~42 に l刻するゆi元のまとめJ ，波位と麻叫発ノ!との関係についての質問あり。陳旧

38 非外傷性能骨神経深校跡的の 7例，金沢大竹 例が多いため，同定絞位 1~明との川衿:であった 慈

|付の発表である 手術19f見はカングリオンによるLi 忠阪大形成児島より麻w発午因子として横手.fJll籾帯

辿 2111)， Frohse の a rcad e の日~;の絞似 2 例， 続l~J' と'1'似'円・片I/:Jとの圧迫をあげ，手術所見について質

JiJU認にくびれがあ ったもの 1例，明確なけf凡のない 問あり とくにそのような症例はないが，病変が手

もの 2例であり，発品lより J.術までのWW¥Iが 311と 似竹内に及ぶことは多いと問答した

iをかったkWUを除いてのチ!A'i結果は良好て、あったと 41 予恨mIi候群の'家・族性発川被Ijについて， liiJ立

い う:':vJ術院阿l俸の発表である 同j泡7名中 4:1うに発症

東京阪駒大荒川より， ECRB 'Jl{認の脱却;と隙定 し，手術伊Ijでは横手級制帯の著明な肥厚があり ，組

する血竹がl正迫I#Niの!京閃と J5-えられる症例lの.iu加 織']・的に11肘j様組織が!惨!京線維I::Jに散見されたとい

があった う

39. 1三似管j_ij-供 nl f6!，ì の '~I村としての手社H1'断耐 とくに'I'i川なし

肢の CTによる検討は新潟大栄の発表である。 42 子収竹症候irr 慶大助lilAJの発JJ:である 205 

ldiopathic例では狭い傾向があり， 11常人では加1齢 杭例， 279子の分析である 167手の筋電図検ft..

による狭小化を必めないという。 Dekclの似説を証 飯能疾忠の疑われる 36症例に対する干下位直立筋の

明し， spinal canal stenosisに似て， developmcntal 針筋電検作の結果， double lesion ncuropathyを思

factoγ のl主l与を示唆した興味深い発表であ った わせる川 fj1Jが多かったという

FI人ー狼元より， idiopathicなJlflllJ権患例で CT所 怒忠阪大富山より synovectomy の併用について

見に左右ぷがあったかとの質問に対し， 6:イi汗:なし の賀川あり.滑脱肥厚の:llf明な例に行っているが，

との|円l答あり 成績の検討はしていないとの同答あか川崎l'X大111

40. 俊竹速位端骨折に合併した 11二中神経U'+:j!l，[の検 野から doublclesion ncuropathyでいずれが 1:_病変

討京都府立医大(7j1r';Jの発表である 7例'-1'6例は であるかの 'I~ IJ AL仏ーについての質問あり 主病~の判

carly secondary lesion であり，それらの手術庁内L どはなかなか闘難で、電気生理学的検*，治療効果な

から神経除j!)，.:の成閃を考察した どによる.また，これが疑われる抗Wljの神経絞船所見

久留米大jド手より保存的療法を行った杭例の固定 はほかに比して幾分程い印象をもっとの問符.さら
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に共同演れ 似本氏 より ，-M1Ji性のみ;態が double nical な障'll~でも二つあれば発症するであろうとの

ksion nClIropalhyの本態であり， qí. 主l~では subcl i- 追加l発言があ った

神経 ・臨床 3>

〔附i三 千 沢泰介)

43 小Ji1Yト転筋修行による付指対。;機能科illf，市r-------------------------------・・・…ーー … 高見 博ほか 1687 

44. 1涼111性正'1'・!と'行神経複合Hl傷例に対する /;]:J行対立機能!呼ill術症例の|九i-t--------------. JI:子隆俊ほか 1690 

45 分娩lf.jZj咋の病態

第 2#1 神経過誤支配 一

46_ 分娩腕;jLli':に対する liii腕，手市;機能の再建計;-jの経験

47_ 分鋭:腕;!di-児のJH機能再建

..剣勝成臣ほか 0・1709

イIJj:清 ーほか 1712 

一 屈曲 ・同外拘縮の対策につL、て一一 …ー……・・ ・-… ・ ・・・ ・・ … '----Il元 徹也ほか 1715 

48. 1J.JJ:r!筋形成術の経験.... ・ ..... .......…-… ー・ ・・・-… …-………・・ …・・--・城)，正詩ほか 1718 

[43~48 Vこ関する内jをのまとめ〕 いは感覚の過誤支配もIffなって治療や予後について

米村'm統制傷によるj立残麻簿に刈する再7d!IAiiを'1' の判断がむずかしく，興味ある問題を多く含んでい

心としたがi題 6題のy.f，1j'iがあ った これらの症例は る。

決して多くみられるものではないが，麻叫の範聞や 47. 1以(郎立広毘病院〉は分娩麻約の肘機能科ill

程度が出fi'1Jによって異なり， 一律に治療)j針を決'ぶ ことに屈i111'1"1外拘紛の対策について 7j，i'仔IJの下体I

することができないために，多くの尉燥な問題が生 経験を中心に述べ，48 城戸(九大〕は腕神経jJ-¥傷

じてくる や分娩麻抑などに対するIJ.JJ.国筋形成術の経験につい

43_ 44. は11:'1'神経あるいはi:E'I't(竹伊11経復合損 て述べた。

似に対する ωji'f~，t立機能再 ill術に|刻するÿf，1 j'i-であ 47 に対してイ1-JIニより lJ腕二頭筋艇の re-routmg

る 113見 (1刻*労災病院)は小ji'f外転筋修行による でliij腕の凹|人rflmを行う場介，同時に上腕'，'1';卓位部

II} illを， )1:手(久御米人)は復介w傷に対する FDS での古If方山什切り術を行うことじよって川|人fjlJillの

や EDMなどをJlll、ての再illについて 14tT1した 効果に令利に働らくものかどうかと質問があった.

43 に対して一:打Ii(1'，大〕より小指外転筋のは状骨 それに対しl刷工必ずしも rcrOlltcd bicepsの緊張は

起始imの処置方法に|剥しての賀川があった 高見は 強くしておらず，むしろ旬以jり術がうまくゆかない

主1状竹起始部は全1m長IJ離していると述べ， f創立 11:'1' のは骨間膜などのI::j題があり， qi.純な同綻i!J・切り術

神経麻Niーに対してノドtl、は機能|掃のみならず， 1:}ji'fJ求 だけではJJ::りないと考えると述べた多田(呑川医科

筋の状態も再建可能で、あると iliベた 今後砂11艇の 大γー)はfiij腕同|人millを行う場介，-I;'~'月の回綻 'I' J - I;I)り

機能転換の状態と ADしにも焦点を絞って長WJ観祭 術のみでは矯王がィ、|ー分であり，焼'円，尺廿|山j)iの

していただきたい 骨切り術を行ったほうがよいと述べ，演者も竹I1¥JIJ英

45_ ~48_ までは分娩麻仰に闘する泌題である 45 の点からも同様のな凡をもっていると述べた 川村

須燦(九:柄 |て病院〕は分必(!麻婚の神経過ぷ支配に|対 (神戸_u:di'I'央市民病院〕は肘関節の屈曲拘縮をき

する頻度ーや分知について，病態を'1'心にまとめて僚 たす症例は F位柑で， 11 Jfill筋の弱L、場介が多い ま

fliした たその進行は幼児WJよりみられ，思弁jgJまで少しず

46_ イ1JI (北大)は分娩麻痔に対する IIIiJ泌と手部 つ進行する この場合 1--腕'行官切り術随行時期は(111

の機能のjJ}ill体Iの経験について述べた 多IrI(香川 歳ぐらいが適当かと質問した。原は小ヴ・校に I~ る lìíi

阪大〕は令:押l附U~，(肢で 1Mから下期lまて‘の機能再建体I に子体Iを終 fしたいと考えるが，再発防止には斗;米

をJ5・える場合に，どのi部ドi:を優先して下1Aijを行うか は千ド齢が r~'~ くな っ てからがよいと考えると述べたー

と白川した (IJHH、ずれの|弘l節運動も l"jf'r!J止に高 神経原性の r~':jI.Qの I-Jl支機能障害tこ対する "jill術に |

!立じ附;与されている場合にはIJ.J-.J，-i -・下の II~jJf;で再 ついて興味深い討論が行われた この方|伺での今後

illを行うと答えた 分娩麻j~(では ìmi立により l削専の のますますの発泌をj切待したい.

f'r¥)広が災げ£ることがあり，個々の筋のi位以支配ある
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く腫 蕩 1>

(座 長石井 i，'i-ー)

49. 浅指原筋腿に発生した!院内血管腫の 1t7IJ... -杉本良洋ほか ー1829

50. 保存(I(J治療を行ったIfll71')J重による手LLUのl主指症の 10"ド後のJ9i凡 ……・……・…ー ・上 :ri 弘ほか ..1831

51. Von Recklinghausen病予の再建における一考察…・・....… 0 ・・・・・・・ 0・・…・・・ ・・・.，.・ 0 ・…平 111信 夫ほか 1833 

52目 Pacinianhyperplasiaの 2症例…ー…一ー …..... …・……… …ー …ー ....安永 博ほか 1835

53 上肢のI欽部腫蕩につレて・ ・ ・ ー・ー ー ・・ ・・ ・ ・・・・・ ・・・・ … ...林 一 幸ほか・.1839

54. 手の軟部腫湯・・・…ー ー・・・・・・ 0・・・ e…ー・ー・ ー ・ー ・ー ….....・・ ・........一・・・・・・・・・・・・・…・・・布|川 秀敏ほか・.1841

[49~54 に関する政長のまとめ〕

演題 49 から 54 までは，手指の)J毛J坊の症例J*~'i と

統計の報告であった

49 杉本は 31成， 女性のイi広Hi'l浅指屈筋血tvこ発
生した1(11管腫を報告した。腫協は Aj pullcyよりや

や中枢側のレベノレの腿内から]悩!線維を押し分けるよ

うに腫大していた.忠指の完全{中展は不能で，他動

的{巾展で疹痛がある.肱tliI Jl(の血管腫の桜fVは文献

上は 24例であるが， 腿<ffJ山)jぐのものを除くときわ

めてまれである.本症の存在を念頭に入れておいて

も術前診断は非常に困難と思われる

50. 上石は中指全体が似体状に腫大している乳幼

児を経験した 血管腫による巨指症の診断で，指全

体にテー プを巻いて正).uを 10年間にわた って続け

てきた JJ~在，巨指症はあまり目立たず， J盛務の大

きさも非常によくコントローノレされているのが印象

的であり，バンデーシによるj五迫療法の伝fIIi生をノJ;

唆していた

51. 平111fi Recklinghausen病のJJ(I内病変の-m
である pachydermaloceleの子市l罷忠例を宇ltfVし

た 39歳，男子のお母指，示指，子字部に柔らかい

腫揚として発生し，lln管造影では巨大な血管の網状

構造でI'iめられている 折竹， '1'1三骨には似食がみ

られ，母指 MP1渇節は脱rlしている.肌泌を可及

|がJに切除し，生じた母指球ggの皮!百欠似r.ilをl腹壁有

ぷi皮弁でカ λ ーした その後 21nlにわた って什茎皮

弁のだぶつきを可及的に切除して，皮弁にできるだ

け緊張を与えることにより ，とり残したIfll行性腫蕩

く腫 蕩 2>

(政長前 111 厳〕

55. 1 ntrinsic muscle内純総による手の灼紡似l

56 大変形'j'iに孤在発うした'行リンハ管)J市の 1(列1

57. 上肢の末的神経腫場ー...

の縮小をみた 先の 1--ィ7氏の報告と同様に， 手指に

発ノ|ーした海綿状血管胞に対しては，圧迫を持続的に

加えることによ って隠滅の縮小が期待できることを

示唆するlJE例であった.

52. 安永はきわめてまれな Pacinianhypertrophy 

の2例を報告した 72歳，男性の左母指， 41歳，女

性のイi示指に有焔性腹筋として発生した Pacinian 

小体は圧覚の受容のほか glomusculaneum との

JU'Ij作用で血流i立を局ifr的に調節している。両症例

とも Pacin旧日小体がブドウ房状に過形成している

ことを確認した.演者は本症を手における有痛性疾

辺、の中の一つの enllly としてとして加えるべきだ

と提案した

53 林は徳島大整形外科で 13年H¥Jvニ経験した 1:

肢軟部l匝Uj39例を統in的に分析した 良性腫蕩で

はJlfl!'I<向性巨細胞腫，脂肪腫，血管腫が， 11例の悪性

腫協は前半上皮癌，!日色腫，脂肪肉腫，線維肉腫が

主であった フロアーから glomus腫錫の発生頻度

が少なすぎること， j旨の扇平上皮綴の再発率の高い

ことが指摘された ちなみに 11例の悪性腫協の予

後は，再発転移が 5例，死亡が 4{7i]である 和田は

九大成府科の子部発生の軟部腫協の統計を示した

良性腿湯 118例の内訳は母斑類 34{7IJ， JUl管腫 32例，

線新股症 14例， 叩.}'i片tti'1:7 f日lの順に，また 25例の

Jtl性腫湯では有林細胞癌 11例， sowen病 7例，黒

色腫 4例の11原に多発していた。比較的まれな腫蕩を

供覧した

..・秩 111，1:博ほか…1844

・石 }IIi:';三ほか .1846 

.河 )1'秀夫ほか ・1819

58.当教室における手の股泌および腫場fti似疾忠 111j，I3例の検討 ... ・...・ 0 ・・ 0・0・...阿川IJE隆ほか ー1823

59 当科における手 liij腕郎腫蕩症例の検討 ーー ー ー・ー . . . . . • • • . • • .… ....… ........値 上 i交人ほか 1826 
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(55~59 に関する座長のまとめ〕

55. 東北大秋111は Intl川 sicmuscle内に発ノ|した

|腫蕩て¥ 指の拘縮や変形をきたした 3例を報 f1fし

|た診断は fibromat叫 malign州 自bronshislio-

cytomaおよび nodularfascilisで， MPHは一度

再発したが，再度予術後 2{ドnで再発を認めていな

し、

56.大津赤十字病院石川は文献上わが閃では 6似iJ

11とされる"'Jリンパ管腫を幸Hiltされた 木例は大去を

形骨に孤立性に発生したもので，組織学的にも多))J

性，単層の J:皮細胞よりなる管腔を形成し，血液成

分を含まない.X線{象では pcrifocalsclerosisを認

めたが，組踊ν戸的にはとくに病巣問辺に'円・ffr'lコを認

めなかった

57 大阪大の河井は，上肢に発ノ|ーした末判'1神経腫

蕩 24例の臨床的事項の供覧を行 った 神経'"fiHlliが大

部分であったが，神経肉腫 2仰L神経線維腫出 l仰1

1 も含み，神経肉股は Recklinghauscr】病を伴うもの

ではなく，また神経線維腫症のl匝腐には神経'Yifi腿を

認めなかった やl'経鞘腫の術後局所再発はみられな

かった またJii.i山後の機能障害も少なかった.腕神

くリウマチ・月状骨軟化症>

(座長小 川 亮忠〕

経叢およびその周辺腫蕩は術後神経脱落症状をきた

しやすく ，機能再.ill術を考!&.する必要があり ，また，

Im性陸揚の場合には広範な切除術と ，fAii{，麦の注意深

L 、観察がill~であることを強調した.

58. _y~. 下医大阿部は過去 10 年間の手の腫蕩(軟

部腫蕩および骨腫疹)と腫蕩1m似疾患を併せ 1l0{J<

仰lを紹介した.そのうち定地的なX線像と 組織像を

示す矩!骨什腕は印象的て‘あった

59. 和歌山医科大出 |も同様に 過去 10{11i'，jの手

および前腕の"-J'.軟{ff5j毘:JJ1約 50例を紹介したが，

初診より 10年間を経過し広汎な全身骨権，也、にい

たった転移性あるいは多発性と考えられる malig-

nant hcmangioendothelioma の供覧例は/lllを引

いた.また軟1'1'1士j腫 1例，'，')芽細胞腫 1例もめずら

しいfy1Jと思われたが，とくに供覧されることはなか

った.

55. ~59 の演題はとくに討論の発言もなく ，診断

や治療法についてもと くに川題となるものもなかっ

た しかし，珍稀な症例の供覧も含めて，手および l

前腕部に発生する陸場の統目指を理解することができ

た

60 慢性関節リウマチ手関節の焼屈同外変形に末、Iする尺側仲筋腿 stnpによる融t固定術ー};L井孝 Tllほか...1849

61. RA病型Jからみた手関節州民切除術の臨床効果と関節破壊に対する予防効果 ・米 川 ねほか ー1852

62 月状骨軟化症における発症要因について ・ ・・ー 一 一 ..................................稲波弘 主主ほか ー1854

63. Kienbock病とその治療経験 ........… e・e・-…..・ e・...・ e・..… .....・ …・…・・0・.......…・1地直恒ほかーー1857

64. Kienbock病に対する有茎豆状骨挿入術の経験 ・ ・・ … ....… ....…一 ・… 一.......)交訟茂人ほか 1859 

[60~64 に|渇する座長のまとめ〕 うるか有か，さらに検討を要するものと忠われる | 

60.荒井ら(東医歯大)は手段l節の滑膜切除 (N 61 米IRら(J止ケ丘}'JUI:.11金病院)は RA忠青の病 |

骨末端切除を含む〕後の挽手間長l節の境屈変形とそ 型を dcstructivetypeと non-d白 tructIvetypeとに

れに伴 う指の尺側偏位を予防する 1-1的で，ECUJ陛 分け liij荷では早期滑股切除が必ずしも prevenllve

を停止部より 中紹側へ数 cm 縦切して strapを形 surgeryとしての怠味をもたないと結論した 滑膜

成し そのrl'科医端を焼11'の末梢尺側縁に縫;ft固定す 切除後の'，'j破壊性変化の発別機序にI晃lして座長の質

る方法を RA の 16例 181三に試みた. 術後松長 3 問があ ったが，fl}手術の経験によ ると deslructive

年，最短 4ヵ}Jの成績では，子関節の境屈と ECU typeではi'刊コした滑!岐に平年明]な炎症性変化がみ ら

艇の掌側脱臼は予防されているが， 既存の変形を矯 れ non-dcslruclivc1 ypeでは 自bros自の傾向が認

正，改芦ーする効果はなかったという ECUの残存 められたとのことであ った 令身の RA !，E状の進

艇の処里J!.とjぐ竹末端の切除範聞について牧野(新大) 行を制御する手段の必要性が痛感される

より質問されたが，尺骨の 切除は 1~2cm にとど 62.稲波(京大)は Kienbock病の発州民因につ

め， 残存l院には特別な処即はなされていない RA いて検討し，発症と mlnUSvanantとのあいだに杵!

の指の尺側偏位は発現には極々の因子が関与してい |刻l剥係を認めた しかし plusvariant 併の中にも

る この変形のすべてを演者らの方法のみで予防し 同病の発症を認めている 手|剥節の運動に伴 う有頭
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'IJとt;t骨とのあいだのくるみ割り機序の|対 Uを想定

して， 街頭'¥'1"-第 3'1'1ら¥'J'll~j t 杭'¥'J…街頭骨 1/¥1の計狽11

{I((と本症発J，Îーとの相|民W~ー を検討したが， イJ，むの知見

は得られていない

63. 宮地(宇都7;1;1，i.i院〕 と戊松(大阪医大〕は

Kienbock病の観血的療法を紹介した

官地は様化に陥った月状骨の海綿骨を摘U¥して付二

じた腔に，第 2または第 3中手'l'1'1在郎の'l'U\-に -I'T~!l1

'1'手動的脈の枝をつけたまま，腸骨細川とともに移

く諸病変 1>

( 駅 長 井上博〉

65 母折 CM 関節抗

航するJr/.去を 10仰lに試みた

64 茂怯らは刀状骨をJI荷IHし，その欠損部に叫状

廿を FCU胞をつけたまま挿入している

L、ずれも，いまだ症例数も少なく，比較的短期の

観察ではあるが，臨床的には良好な成績を収めてい l
るとし、ぅ ;自家の追試を得て， 長'学筋縫や silastic

implant掃人法，単なる'，1・移植術の成績との比較検

討が宅まれる この 2組に関してま ったく質疑がな

かったのは伐念であった

一 -!:(il報 X仰 i凡と臨床1"(.状の検討一一・・.".............ー ・・・...................今村宏太郎ほか・ .1863

66 手に発生した pigmentcdvillonodular synovitis症例iの検討・・・・0・・・・・・・・ー…・・・・・…ー…今給察篤弘ほか・ー1887

67. Albright's hereditary osteodyslrophyにおける短指品。について ・…・ ー・ ……中浮羽l正ほか・1890

68 上肢の melorheoslosisの 2症例1..・..............・ ・ .....................… .........山本計司ほか...1895

[65~68 に附する座長のまとめ〕

65. 母桁 Cl¥/[関節佐の_F.ーとして X線行I}J;彰法，

I stage分類など一般的統計についてふれ stagcと症

状は必ずしも一致しないことを述べたが，牧野(新

潟大)は， 1)発生の原因に joinl laxity，形態的

1II1題の関ケ， 2)女-1'*で中高::1r，に多いが serone-

galive alhrilisについての考え )jを質問した 演売

は 1)については今1"1は結論が/1¥ていない， 2)に

ついては， RA においても 30~40% に CM 関節の

ぎLミ化をみるが手以川関節に比へて軽かったと符え

た

66. 予の PVSについての縦告であるが， 11/1什

(11頂天吹大〉は PVSは関節山 ~ぐのもの，肱~革f'llldぐの

ものは giantcelJ tumor of lhe Icndon sheath， 

xanthomaとしているが，との:f，-!?]Iについての与え

方を質したのに対して，演ちは関節111;.1そのものに

tendon shealh の名称をつけがたかったので総称し

て PVSとしたと答えた。子の外科'下会の3Htfl?でも

/植皮>

(座長藤LlI行也〉

4ン1称はしばしば異なり，この質問はm在の一般的考

え方を代友しているものであるが，病理学的考え方

の発展もあり， J:たる病変部位， 七たる組織19r凡を

もとに慎重に今後討議されていくものと思う.

67.演者はフロアーからの質問に対して， 1) 

PHPに合併せる AJbrighl's hercdilary oSleodyst-

rophyは内分泌、予:的代謝異常とは無関係で1!ul'rした

illfム]~質と考えられる， 2)小児の場合，手指骨は

'H端線の早WI閉鎖がみられ，骨端線残存例も cone

cpiphysisとしてみられることが多い 足桁刊にも |

l，jJ綴な変化がみられ，他の長管1'l'や推体にも epi-

physeal dysplas同様の変化がみられると補足した

68. 張(11阪天堂大伊rci長岡病院)は白験例 4{:タ~の '-1' 1 

で，先天(I'~発~I~を示唆するものは neurotome map 

に一致しているものもあるが，晩期U¥現例もあり，

州因としては脊髄神経知覚障害を重視しているが，

外傷などの後天的要素の加味について質問したが，

a持者は|免Jm発症例は経験がないとのことであった

69. 1三指熱傷縦痕による肌1111拘縮の治療経験 ー ……一...一一一・……………………・・ ーー高 杉 仁ほか・.1871

70. TranspositionaJ skin napのr-桁への応JIl. ........…ー・ 一 ー・・ー・… ー …ー ......jド1:五郎ほか 1873 

71 手へのイj本稿皮症秒IJの検討・ 0・・ e ・0 …・・・・・……・・・ー・ … ・ ー 岡 一 郎ほか 1876 

72 予掌における創開放療法の実験的研究ー ーー ー ー ー ・ー…ー・・ ・…・……・ ー - 松 )1: 猛ほか・ー1579

73 過去 11111/¥Jにおける Dupuylren拘縮J，F.例の検討 ー… ・ぃ…・・・…ー ベ ……...... )1-- 1ー 久ほかー1866

[69~73 に関する附Iそのまとめ〕 治療の問題および Dupuytren拘縮に関するもので

演題 69~73 は種々の原聞による千の皮)j可欠加の ある
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69 は3歳未満の熱傷級痕による照的拘縮に対し

て余層jj(il支を行った{JIJの追跡調査の結果をまとめた

もので， ADL _j二の支障は少なし蒋拘縮による手

術例は立外に少ないことを述べた また術後の指聞

の web形成は成長による影轡が大きく，ある純度

まで避けられないとの見解を示したが，児島 (慈恵

医大)は指間部まで痴痕のある場合は transposed

Aapなどを考えれば予防できると発言し，さらに北

111 (金沢大〕は 3~4 ヵ月指問圧迫を続けるのがよ

いとの提案が山された.

70. のtranspositional skin Aapは，折の基節'デ'

側の小さい皮府欠損に患指または隣接指の側面から

|皮弁を回転倒する方法であるが 皮弁の基部を遠

位， 近位のいずれにもできて， しかも幅 1cm，長

さ 2cm ぐらいの皮弁が得られるということで，よ

し、才'fl眼と思われた

71 は手のl幻間欠損への遠隔皮弁を行った症例を

分析し手への有茎皮弁では delay操作が不要なこ

と，接指I面が狭くてもよく生若し，).I弁の切り 離し

までのjcJ聞が短かくてすむこと ，年内からの種 の々

くパネルセッション 11(母指再建)>

(座長i1!下健哉〉

皮弁の有用性の高いことなどの一方で，体幹から指 |

への皮弁では blllkyになりやすいことを述べた

72 は昨年の本学会の報告に引き続いて，サノレを

用いた手抑制自政療法の実験的研究の結果を発表 1

したものである その中で，皮州欠損の形や軸のブIJ I 

向によって皮"可隆線の再編成の係式が51~なること， 1 

隆線の数は増えないが，その問削が広くなることを

述べており， これに対して山内(順天堂大〕は

DlIpllytren拘縮の開放療法の治癒機転において級 i

痕による tractionによって二次的に皮!肖降線が再 l

編成されるのではなし、かという見解を述べている.

73 は DlIpllytren棚 iE例の病態，治療，予後， 1 

切除した腿膜組織について種々の!薗からの検索を行

ったものである 座長の質問に答えて，手術適応を

PIPまたは MP1刻節の 300

以上の屈曲拘縮とした

のは進行が緩除ないしは長期間進行しないものがか

なり多く，急いで手術をする必要がないこと，一見

この疾患にみえても痛みのあるものは1)1Jな炎症性の

疾患と考えられると述べている.

74. 手の外科における延長固定訴の考案・・・……・ー ー.......................ーー…・・・・・・ー・，..目・・・・生田義和ほか・1469 

75. Wrap around Aap法による母指再建術の検討・….........・-…-… ・・・・ー・ー・・一...}勝見政克ほか...1471

76. Wrap around flapの経験(第 1報〕 ー ー・・ ・……・.....….• • • • • • • • • • • • • • • .…・・…・大久保康ーほかー1475

77. 過去 5年間の切断母指再建術の検討 ・ ー… ー…・・・・…....・・・ ・ ーー…..........・ 古川暢ーほか 1478 

78 母指切断および脊形手に対する中手骨延長術 (Matev法〉の経験……..，，，.…ー・・ーー飯111伊佐男ほか・1481

79. slIck-Gramcko法による母折化術の長WJ経過観察の検討- ー…e・e・.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1対日順輔ほかー 1484 

[74~79 に闘する座長のまとめ〕

ノ』ミつの演題が発表ーされたが，内容はきわめて多岐

にわたり，多くの問題J人点‘，1，(

た ますず.広μ大のC生i七ミ山はi過ω去において母J指行の再王建I!を

行つた 4ω0症例につきその大田略各 を述ベるとともに，

最近考案， 試r刊!ド守した f指旨 'í~円瓜'l'j延正長器を赤祁{行1介した. これは

j血管IIIT-からヒントを得て試作を1Jったもので指の

i延長のみならず，関節F印にも利mできること ，操

作が符必なことなどを述べ， 母指 MP付近の切断

で従米 cockedhat法が).:施されたtl主例はすべてこ

の延長総を用いての中手'庁延長法にかわることにな

ろうと報告した '1'手骨延長については大阪市人ー飯

111からも減告があり， 2.5 cm 以上の延長が可能で

1 あり originalsensibility をうたわない 利点のあるこ

l とが指摘されたが， 問題点として内転変形をきたし

やすいこと，また感染の危険性のため，セラミック

ピンをmいての装i打開発の話があった 討議として

は母指1)、l転変形IW11についての問題がとり 1:げら

れ，さらに Matevは適応の問題として母指切断の

第一の選択はほ折化子術であること，そして第二の

選択が'1'1延長燃の利用であることの発言があり ，こ

れの実施 tの注意などにつき経験を述べられた

次に Marrisonらにより発ぶされた wraparollnd 

Aap法の報告が新潟大勝見，また慈j也氏大大久保に

より発表されたがそれぞれ本法の問題点で、ある移枢i

'llの吸収とか爪床と'，'1・との接ffの不安定性防止につ

いての工夫がなされ，ともに形態的にも，機能的に

も良結果が得られるとの報告がなされた ただ問題

は.iOi応の決iEをし、かにするかという点で I{I齢，性，

職業などが参考にされるべきこと，またH寺に知}t回
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復の遅れる症例のあることなどが討議された。

次は同11:米子病院の 117川よ り過去 5年間のほ指切

断指再建についての報fりであった 母指fl} j妥A~f~桁の

ほか種 々の再建手術が試みられており ，忠告の満足

度についての検討がなされていたが，多大のご努力

に敬意を表するものである

最後に東京警察病院関口より Buck-Gramcko法

の長期観務例が報竹された L(;は指の分離に当たっ

て十分な dissectionを行うことが良好なほ指の機能

を得るのに大切なこと ，血行を心配するあまり c1is-

sectionを不十分にすることは機能の不良な母mを

つくることにつながることを述べられたが，まった

く同感である

さてほ指の再建に当たっては折の数は 1本減少し

ても不良な母指は切厳 してほ指化手術を行うのがよ

いか，また母指は温存して多少のIk'H:nを要しでも

くパネルセ・γション III(Mallet finger) 

(座長山内総雄〕

wrap around Aapなどの複雑な操作を行って，母 |

指を再建したほうがよいのか問題のあるところであ

ろう.岡山大の亦掛1:は段近の日本人は多少ii-と迫っ

て指数の減少をあまり34にしなくなったことを述べ

られたが， ~))，他の発 ， ?として 日本人はいまだ指

数にこだわりをもち，切断を望まず，損傷指の再建

を守!むとの話があった そして関 11より症例の写真

をノ示して也、1，に選択をさせるとの話があったが，私

n身の考えとしては円本人にも数よりは機能をとい

う考えが漸次芽ばえつつあるように感せ'られ，医師

側 も一定の比識のもと忠者をリードしていくことの

必要性を感ずるものである マイクロサージ ー1 リー

は現代医ヴ:の大きな進歩ではあるが，また反前多く j 

の未解決の川題をイlすることも忘れてならないて‘あ|

ろう.

80 スポーツ外傷による malletfingerの治療法の検討…ー・ .....・ー… ・・ー・・・・・ー…・・・・ 0・土チ|一 輝ほか 1489 

81. Avulsion fractureを伴 う malletfingerの治療経験 ...・…......... ー."...・.• • • • • • • • • • .扇 l付幹 夫ほか e ・1492

82. Mallet finger of bony originの新手術法 ・….• • • • • • • • • • • • • • • • ・…・・0・・・ ...".... 佐々木 孝ほかー 1494

83. Mallet日ngerに対するわれわれの治療方針とその成績 …..，，，. …......・...一 - 柳 原 泰ほか・ .1497

84. 最近 1411'問に治療した malletfingerについての検討・ 0 ・・ー ...… … ・ーー・…・・…蟹江純ーほか・ー1499

(80~84 に関する!'f<長のまと め〕

MallctJi1は日常も っと も多い予の外傷の一つであ

る いろいろな治療法が提11凡されてきたが，スプリ

ントによる治療効果がかなりよ<，手術療法の適応

は少ないものとされるようになっている. 5題の 11

演があったが，111日大の土)1らは，とくにスポーツに

よる mallct指について制作し，スポーツ選手の受診

率がきわめて低いこと，テーピングによる r:1家治療，

予防が行われていること，不完全に治癒しでも意外

に日常牛活上の不便が少ないことなどを述べた 昭

和大の扇内らは avulsion骨折を伴った例には，従

来の Bunncllの pulトoutwire i.ムを改良し，ワイヤ

ーを骨折の自ij面を通していわゆる Zuggurtung効

果が山るように工夫して好成績を発表し i昨k会神

奈川県病院の佐々木らは， mallct 折を'斤折に起因す

るものと肱r損傷に起附するものの 2者に分け，前者

に対しやはり圧迫固定力が働くようなワイヤー締結

訟を試み， D1P関節の而脱臼f立を整復することの重

要性を強調した 11関天堂大の将UJ京らは種々の mallet

J行に対する治療成絞をまとめ， PIP関節まで含めた

safety splint i'lが総じて成績がよいこと ，手術成績

は劣ること心者の ADL上の慣れは大きいが，多

少 ROMはわるくてもやIJ展不全度の少ないものの

ほうが苦情が少ない傾向にあると述べた 1"，大分院

の蟹江らは多数例の制作結果を報ffし， やはり 保存

的治療によるものの成綴がよく ，開放似の成績は劣

り，保存的治療も受傷後 1週間以内に治療を開始し

たものの成績は 1週間以降に始めたものより劣り ，

腫脹の消退などを待って治療を開始したほうがよい

ことを述べた

討論として，まず日Ij子について行 ったが， P1P関

節まで含めるのはJI回天常人ーのみのようで，他はりlP

関節のみのようである. どちらがよいかの比較検討

はないが， PIP 関節を含める意義は，機能解f'i1j(1'~に

bettcrであるというほか，治療へのj占、者の宕{械性を

もたせる心:Ej'.(leJ効果があるようである フロアーか

ら作成樹脂ギプスをつくって簡巾に耐水性別子をつ

くる方法の挺ががあった スプリントのかわりに

DIP関節を Kirschner銅線で内同定する法をHJl、て

いる方に挙Tをお願いしたが， 3~ 4 iろの方がやら
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れているようである.受傷より治療開始の期間で 陳旧例の手術としては， Nummi 11;， Nichols法

は， 8週間までなら新鮮例と同様に保存的治療で好 などいろいろ行われているようであるが，両官を比

成績を期待できるが，場合によっては，数ヵ月後で 較すると Nichols法のほうがL、くらかよいようであ

もよい成績があげるという泌I'i(蟹江)もいた. るとし、う意見(蟹江)もあ った.

く人 工 材料>

(座長多田浩 一〉

85 われわれが inlerpositionarlhroplastyに朋いている SilasticSpongeの

self-Iocking e院は についての実験的研究

86 セラミック人仁術関節 (KYJ\~J.) 1 基礎的研究・0・

87 セラミック人工桁関節 (KYJW) ][.臨床的研究

88.人工腿および人工靭帯に関する基礎的研究(第 2報) •• 

89. フィプリン糊による肢r接着の実験的研究(第 2報〉・

141川 斎ほか 1561

桑川~:~ーほか 1564 

L. )1: - :t-rr[ほか，，，1567

f!]谷皮切ほか・ .1556

・H島隆文ほか 1559

[85~89 に関する座長のまとめ〕 後固定期間および後療法，さらに/A;i後の boncab-

このセッシ ョンは人工材料に閲する実験的研究と sorptlonに対する対策など解決しなければならない

臨床研究についての演題であった 問題点も多いように似われた今後の研究効果が符

85 原川ら(岩手医大)は昨年に引き続き Silastic たれる.

Spongeを什i付に挿入し， self-locking効果を号|っ張 88，角谷ら(京都大〉は人工健および人工籾帯の

り試験，病理組織像により検討した 術後 12週に 可能性を求めて，いろいろの材料をJlJl、て組織学

は 卜分な self-locking効果が得られたとの結論であ 的，力学的検討を行い報仇した とくに独i'lに開発

るが，今後臨床的にどのような面で応用するか将来 したポリ乳散をコーテ ィングした carbon fiberの

の研究発表が待たれる. 特性を他の材料と比較し報告した 術後8迎で材料

86，桑田ら (111口大〕および 87.土井ら(1Li rJ大〉 線維間へコラーゲン線維が胤r組織様に配lillすること

は，まったく originalなセラミ ッタ 人工指関節(KY を示し，医m材料が生体の修復機構により Ii"'L換され

烈〕に関する実験的，臨床的研究の報告である ま る可能性を示した.しかし，;JJ学的な検栄では材料

ず桑問らは強度テスト ，骨親;f11テスト，耐性テスト による差はなく，とくに carbon 自berがわ}I]であ

などを施行し， 臨床使用に十分耐えうることを報告 るとの結論は山なかった.続報を待ちたい.

した さらに土;)1ニらは 12症例lの臨床成績の報併を 89，村島ら(三京大〕はフ ィプリン砂lによる)陛接

行った.対象となった痕例には，関節強直や高度の 着について報告した 免疫反応を抑制するために同

軟部組織狽傷を合併した症例が含まれているにもか 種フィ プリンを使用した これにより異種フ ィプ リ

かわらず， まずまずの成績であったー適応を~ベ ンでは妓后不可能であった術後 1 ~2 週の出例にお

ば，成績はさらに向}するものと考えられる しか いても良好な接着力があることを示した 臨床的に

し implantのデザインから考えて， MP関節およ 応用可能であれば，腿断裂に対する早期運動が可能

び IP関節の生理的な運動をどの程度コントローノレ となり，術後成績のItijl:を朋待できる 今後の報fv

できるか，stem の self-lockingを期待するための術 を待ちたい.

〈パネルセ γション IV (Carpal instability)> 

(雌長上羽康夫〉

90 子関節 7方向X線撮影による手関節運動の検討……'"・ e・e・.............ー・0・… ….......一一二見俊日11ほか 1503 

91 手関節機能槻影における搬影支持装置と手線不安定症......... ・.....・-・ ・・・・ ・・・中村 主主 flーほか・1505

92 正常成人手|刻節造影像ーー ーーーー ・・・・・…・・……・・ー....... …-… …-… … ・・ー… ーー小林 品ほか・1507 

93 バイオメカニクスからみた下関節靭帯損傷・・・ … '"…-…-・- ・・............ …"""""(J!:村 弘ほか・ー1510

94， Midcarpal instabilityについての考察......... …-一…-・......…......・'"・'"・-….....中村正徳ほかーー1513
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[90~94 に|剥する座長のまとめ〕

5人のハネリストがそれぞれ 6分の講演をされた

のち， 討論に移った. まず carpalinstabilityを診

断するにも っと も重~なX線の撮影肢位について討

論した。二凡が述べた 7方向撮影がもっとも基本で

あることに意見は・致したが.Dobynsは gnp

position 似!r~には前腕同外位て、 A-P viewを擬るこ

と ， また必要があれば?X~ 8肢{立として gripposition 

の lateralviewを撮るのがよいと述べられた. 二見

の講演の中では radiolunateおよび capito-lunate

angleにはノミラつきが多くその臨床的意義は少なL、

と述べられていたが.Dobynsもそのパラっきのあ

ることは認めながらも radio-lunalCおよび caplto-

lunaleの angleがそれぞれ 15
0

以上ある場合には

一応異常とみなすと述べられた '1-'村(名大)が考

案した撮影支持装恒は他の誰もそのような淡慨をい

まだ使用していないが，このような装慨を)IJ~、るこ

とは今後日rpalinstability の診断を標燃化するた

めには非常にコrf効であろうという見解であ った.

Dobynsは MayoClinicにおいてもこのような装置

はまだ用いておらず， レントゲン技師にJF側面像を

綴るのをまかせているができあがったX線像で旋骨

と尺骨とがきっちりと 'f(tJ:り合っているものだけを

側面像として用いており，両骨がずれて撮っている

ものは計WJ誤差を生ずるので用いないと述べた.小

林先Jの出題では成人似lでは dislalradio-ulnal 

jointや inter-carpaljointへの交通がしばしば認

められ，また尺骨の ulna-plus-variantではいす.れの

年齢i作においても dislalradio-lllnar jointへの流

入が多くみられ lllna-plus-variantと trianglllar

fibrocartilageの:t11傷とは相関関係をもつであろう

と強調された. Dobynsも症状がなくて. 1主l節造影

で異常を示す falsepositiveは高頻度にみられる こ

とを認め，関節造影はあくまで補助診断11;であり，

治療法を決定するさいには臨休出状を重視するべき

であることを強調した また臨床症状があるにもか

く痘性手>

( 座長松崎 II{{犬)

かわらずIxlW'i造影で異常を認、めない falsenegative 

像はきわめてまれではあるが存在し，症状発生から

|対節造影までに長期間経過した陳IEI例にみられると

述べた また乳幼児の関節造影では災常所見を示す

ものはほとんどなく，イl'樹告が増加するに従って inter

carpal jointや distalradio-ulnar jointへの流入頻

度は多くなるので折二状があるなしにかかわらず外傷

による初帯断裂は加齢とと もに楠加するであろうと

彼も抑制lし distal radio-lllnar joint への流入は

lllna-plus-variantをもっ人に多くみられ lllna-pllls-

variantは triangularfibro cartilageの断裂に強い

相闘をもっとし、う小林の意見にま ったく同感である

と述へた.同II{.-t:パネモテツレ実験が carpalinslability 

の臨床応用にどのような形でもっとも利用できるか

の質問に対して沖村はやはり受傷機転や治療法の分

析にもっとも役立つであろうと述べた Carpal in-

slabilityの治療に partialcarpal fusion を JTJ~ 、る場

合には臨休j，j;状を改善させるのは当然であるが，同

日与にできるだけ手関節の巡勤可動域を温存しなけれ

ばならない Partial carpal f llsionを行ううえでど

うしても癒合させたくないとか，あるいはさせては

ならない下以'1'1があるかとの座長からの質問に中村

(東医掬大〕は講演の'1'で示した舟状竹， 小差~Jf:*i'l

および有lI.J11iとを固i.Eした症例では苅状骨，大変形

骨および小変形骨癒介術 (STT fusion)でもよかっ

ただろうと述べた.Dobynsは 「現在の靭帯再建術

では時間が経過するに従って再illした籾帯の弛みが

fトーじ，決して理怨的な治療法とは }JJわない しか

し partialcarpal fllsion を行えばすべての carpal

instabilityの治療が行えるとも考えていない むし

ろ partialcarpal fllsionを行うことによって手恨骨

の正常な動きが妨げられるため，後年 osteoarthritis

を誘発 しなし、かとの懸念をもっているので仁1
'
村の症

例もよく follow-upしてもら って今後の状態をよく

みてほしし、」と述べた.

95.脳性麻j9f1二肢に対する手術療法 ーー ーーー 一…・ー ー…・ 0 ・0・..・ 0・・・・ 0 ・・ 0 ・・・佐々木 哲ほかーー1884

96.極性手における形態的改善と機能的改善のため再辿術の意義(第 10報〉・・………，.....田 '1' a奇 人 1878 

97.産性麻jJ)"手に対する機能再建手術の経験.........................・ ー ..........…一・ ・ 橋爪長三ほか 1880 

[95~97 に関する住長のまとめ〕 り，術liij機能の評価，手術結果の予測がむずかしい

軽京仰lは別として産性手では弛緩性!手RiJ!i-と災な ことなどが治療を困般にしている.
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95. 佐々木は手術症例の成績とともに. _I::肢全体 た.

としての機能評価も含め，上肢の機能評価に種々の 97 橋爪は産性の強い筋は手術によりその働きを

項目を設定した調脊結果を報告した.腿!移行例には 抑制し，産性の少ない筋の随意性を生かすことで機

術]IIjEMGも3判11日に利用しているとのことである 能改善を企てた結果につき報竹し，随意性がある例

96. 田中は手術目標として美容的効果のほか麻癖 がよい結果を得ていることを述べた この次に同じ

手でもなんらかの機能的改善は得られるとし術前 テーマの招待講演，シンポジウムが控えていたこと

の楠評価に神経点プロック 利用の有用性を述べ もあり活発な討論はなされなかった l 
く招待講演 IV>

(座長高岸直人〉

Surgery of the spastic hand.........ー・…- ・・・ ・・・・・・ ぃ ・..…・…I.B.Matev， M.D. (Bulgaria)…1420 

くシンポジウム II(痘性手)>

(司会小野砕郎〕

1.手指機能指数について………….........……… ……・・・・…-… ・・…-・… ー…..".ー・今 川 拓ー1439

2 片麻煉 1-.肢機能評価の試み…ー・ーー… …………………・・・………………………・・… ー土 )1照夫ほか ー1441

3 産性麻純子の再建

Opponens tenodesisを中心として …・ ・………………..田…・・・-……………石黒 隆ほか…1443

4目産性麻沖手(脳性〕の治療経験.• • • • • • • • • • • • • • • • . .……....... ー.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 黒瀬す17郎ほか...1446

5. 産性麻痔予の子術経験

片J床jJJ，iを中心として …-・ ….".....… ・ー….• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .・ IU口 智ほかー1449

(1 ~5 に関する座長のまとめ] 適切な助言をも期待してシンポシウムが組まれた.

係性麻痩がなげかける課題はその広がりと深さか 今回の手指機能テスト (fingerfunction quotient; 

らして，とうてい一専門分科のとらえうるものでは FQ)は 15f川ijに発表され， リハビリテーシ ョン関

ない かりに子の外科のシンポジウムにおいてどう 主u施設において普及をみているものである 規格化

にか 「手がかり」が得られるとすればそれは以下の された 10種の subtestの遂行度から客観的に総合

諸側同についてではなし、かと考えた.すなわち， 機能を評価することを目的としている.手の機能の

1 )産性麻簿扶辺、tこ共通した 「手の不自巾さ」と 原理に照らし 8袋素に分けて重みつけをしている

その機能解剖. 2) I子の不自 Ftlさ」を客観的に表 から評価は subtestの粗点合計にはなっていない.

示できる簡便な評価法. 3)病因別にみた痘性麻癖 義肢の評価も含めて，より普遍的な上肢機能評価を

手の尖際とその手術治療.4)手の外科医が利用で 得意とするテストである. 土井のテストは 12径の

きるリハビリテーシ ョン，補装具など非観血的治療 subtestからなり， 脳卒中による片麻痴を対象に工

手段などであろう 夫された単純動作から構成されている坐位. j7J立

具体的には 「手の不自由さ」が特定の機能の欠落 とし、う姿勢の影響が考慮されており ，粗点合計が残

あるいは構造異常と結びつくものか存か? あるい 存機能の客観的評価としてすく、れており，再建手術

はそうした事実を明らかにする評価法があるだろう の術iIij後評価に応用できるテストと忠われた しか

か? 産性麻枠肢の再ill原型!として女[iられているも しこうした総合評価では，特定の機能脱落や構造

の， 異常がもっ 「重み」を具体的に評価することは困難

to release contracture のようであった たとえばほ指あるいは手関節の障

to lessen spasticity 告が片麻jJJ，1や CPでどの程度評点を 下げているか，

to restore muscle balancc したがってその改善がL、かほど総合点を1il'し上げる

to reinforce weak muscle かという問L、には明確な答えがなかった.

to stabilize unstable joint 石黒は主として頚髄損傷において独自に開発した

を政忠ごとにどのように適用しあるいは新しい手法 opponens tenodesisの経験を発表した.手関節の肢

を駆使しているだろうかつ Matevの豊富な経験と 位に関係なく掌側外転位に保持された母指と示指問
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1918 巻 34・り 12(臨時尉 11]) 整形外科 1983ゴ1.:11刀

でよく把持でき，簡単な予伎ではあるが催実性と有 津LlIは腕神経波麻酔を試み，効果があれば神経幹内

川性の高い方法だとしている 黒瀬は下術と機能訓 へ3%フェノーノレ注をやるべきではないかと発言し

練の組み合わせにより CP!A'.の手の下Jillに効果を 注阿をあひ'た 本シンポジウムを通じて産性麻純手

あげたと十Hillしている. とくに学紛liijの幼児に対す にとられた刈応には筋 ・腿解離もしくは延長といっ

る早期の円1"11付筋切艇が訓練とiJf.JTlされてよく， た正統的手法が主であった あくまでも損失の符無

Steindler 手術や Green 手 i~Hi手指の随意性が良好 をおもんばかる安全優先の立場が強調されているよ

なものに限り有効であったとしている 111口は筋解 うに思う.しかし，産性麻障の多面的で困難な障者

縦延長，腿切り術などをJ'.に片麻州の予を治療して を考えるならば神経外科 ・神経薬.l!Jlとの組み介わせ

いる Page の屈筋 ・ 1"1内筋起始ì~IM離は侵襲が大 や，足.'-~、切 った手法の転換も当然計阿されるべきで

きく，かつ長母折原筋を別途解離する必袋がある はあるまいか また神経生理学的な訓練との組み合

sraunの superficialisto profundus tendon transfer わせあるいはその原理の導入なども大胆に試みられ

は [ractionallengtheningよりも延長幅が大きい てよいかと思グ産性麻癖は一筋制ではし、かないの

が，それだけに適度の延長を仰ることに悦If(でなけ である.も とより試行には十二分の配慮が必~では

ればならないとしている. あるが

手術によって機能改善のJmねできる盤性麻叫手は 結びの言:taを Matevから，:Eされた

あるも!度高い機能を，術riIjにJ.!_umしていることが 3 1n conclusion 1 will say: 

iWtとも通した見解であった すなわち比'1吹的良好 Have individual approach to every patient. Usc 

な随意性，手折の分離動作，JrHJ.J一手の協調動作がこ simple operative intervention. Follow up your 

れである.つまり過度の産性がややもすれば使い勝 patients一一monthsand years. 

手をわるくしている程度の瓜j!)i予ということになろ いlenced more experience in the surgical trcat-

うか ただし廃用手に近い手に対しても， cosmesis ment of the spastic hand and in lhe objeclive 

と消潔の見地から，解灘下M，jをすすめる考え方には a回 目smentof preoperative conditions and pOSl-

l'iJ怠するものである なお，術前にJ-l備すべき最低 operative rcsults. 

|浪の機能をt試みる方11，ーが11I1語らによって質疑され提 Don't forget: 

11凡された 手関節屈rlb(立て、の手の{"，版 ì~部分的な図 When you talk about a spastic hand and whcn 

定(ギフス，紳創菅)などである さらに共通した you are going to operate a spastic hand you 

見解の一つができる|倶り単純で，II!{}，，)的な侵裂にと should always havc in mind that a spastic hand 

どめる与え方である これはイI名な sunnellの言 IS a spasl1c pallent. 

:!I); i¥¥'hen one has nothing， a little is a lotJと 産性麻癖がこれまで日本手の外科学会の主要テー

相通ずるものがあるやに見受けられる 産性麻jJ)，i手 マにとりあげられたことはないという .はたして径

の治療法十こ限界がある以上，その "的，適flJ対象に 性麻停が手の外科に，元来，なじみがたい課題なの

厳しいれちを課するもやむなしとする立場である か，それとも学会の関心がこれまで特定の対象に限

Matev はシンポジウムのrl'で一側上肢に1111)術iしが られていたためか，おそらくはその両者にかかわる

たいアテトーゼ運動のある!，r例を映画供覧し，いわ ところと忠われる.高岸会長の勇気ある選択が日本

ば牧形外科的 indicationのlibを越えた!，j:(7IJのとり 下の外科学会にほとんと.手っかす.の処失地を桁くこ

剣山えを聴衆にIm~ 、かけた いろいろの対応策の巾で とになれば，.J会の一人として望外の幸せである

~マイクロサージ ャリ ー 1

(座長 玉井進〕

98. DlP凶節より末析での切断折I[fj五一J1術の遠隔成績... ー....................一・・ ・・川口・・・・…平松隆夫ほか・・.1753

99 手指末節部切断再接ぷ(7IJの検討 ................................…… 一…-・・ … 山野 俊樹ほか 1755 

100 手学初切断再接着仔IJの検討 ー ・0・0・・・… ・….....………ー・・ 0・0・・・・ ・ー・・ーーー 本山 l汝宜ほかー 1758

101. 1二)腕部神経 ・血管IriJIi与制傷の治療 ー…・・ー…....・…・ ー・ ・・・ベ リ・ ・・・・'"i'7村 光生ほか...1760

102 切断下 ・指両接着術の遠隔成絞 …-・ ……ー・ …ーー …・ー・ー・・・・・・ 0・0・・・………・・ 中村 義弥ほか・・・1763

103 再接右指の有用度 e・e・-…..・ e・.........一 …一一 ……........…・…・………・…… H ・H ・..斉藤 満ほか 1766
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[98~ 103 に|某iする座長のまとめ〕

t行末節iftl切断の再接着に|期する演題が 21組続い

た 怒Jぷ医大、|正松らは 25例 27指について予後調査

を行い， 92%はNJ安着指をよく使JTJしており， 87.5 

1%が側主に復帰している 一方，再援活術が適用さ

れす.に断封;ij形成を行った 70例では， 82.4%が受傷

J行をよく JII¥'、ているとのことであった。川崎医大IU

野らは， 51 WIJ 63桁の経験を述べたが， 爪半月レベ

ノレでも， 1(ll行l吻合による再接着の可能性をぶした.

*~ヒ公済州院牧野氏より追加があ ったが，最近では

ヘハリンの全身的投与はほとんとfJ'われず，フィッ

シーL マウスレJlJfJを加えてう つl(llをii1Jぎ， J，ω9rにへパ

リン淡をil:ij卜することによって成功率を|勾1:させて

いる 金沢大本旧らは 27例 27手の手学部I'J舷:着の

うち 20手について調査，玉井 ・'1'村の評価基準に

よると，優 5%，良 45%，可 303旨，不可 20% であ

ったと L、う.

R マイクロサージャリー 2....-

(座長 '1'.田義布1)

104. Jlll符納付一什端軟骨移植

筒井医大吉村らは 16例の|二腕部神経 ・血管l，jJII与

損傷について述べた 神経回復は知覚，運動とも に

不良で，極々の機能I'Ji1¥を追加せねばならない症例j

が多く，はじめから，':h41みしないで，最小限度の機

能回復を II.f.'Nとすべきであろう.

奈良医大中村らは II}接着後 3年以上経過した 136

例 202宿， 15例 15予につき， 中村，玉井の機能判

定基準を月]¥，、て評価し， 優 28.5%， 良50.3%，可

13.9%，不nJ7. 3%の結果を得た。再接着後の機能

こ影轡する肉 fーは， 切断レベノレ，古IJの状態，年齢

術後合併症などであった | 

岩手医大汗l徐らは 42秒']J80指の再接着指について 1

米満の評価法をJIJ¥， 、て検討し，機能もさるこ となが

ら，忠者は指の数がそろ っているだけでもかなり満

足しているとのことで，これは日本人の特性かもし

れない

動物実験ならびに臨床経験 ・・ー ー…・ー・ーー ・ー・・ ー…・・・・・・・・・・ ぃ・ IJ~ 内裕雄ほか 1768 

105. Slccvc anastomosisによる微小JUl竹|吻合i'(Hの組織学的

経H、ケ(1':/変化に関するま:験的研究.. • • . • • • • . • . . . • • . • . • . . . • . . . . • • • • . .ー …・..・..・……… ー・鈴木 版ほか・.1576

106. 外傷性手指関節破壊例に対する血管{、l遊離ci家関節移植術の経験 一… ・………嘉陽宗俊ほか ..1772

107. 神経 ・血管柄{、l遊離筋肉 ・皮肝移植による liij腕伸筋群機能再建の 2{yu ... ・・ ・ ー奥津一良1Iほかー 1774

108 当科における遊出IE筋肉移航症例の検討・ ー ・・ ・ぃ…ー・・・・・・…ー… 一 … ・・・・71岡 /((ほかー1777

109 上肢における freevascularized bone graftの経験・・・・・・…・・・ …・ - …ー 平 IU隆三ほかー 1780

110. 1文h可欠引を伴う手1'i'部伸筋)雌損傷に対するや|味方腿付遊離足背皮弁の経験- 一 … 辻 幸 作 ..1783

[ 1 04~ 1l0 に関する座長のまとめ〕

マイクロサージャリーの劇的効果が切断指再接清

として表れ，かつては夢であった手術が現実のもの

にな ったと外科医もン 4 ーナリストも輿有していた

ころ「落ちた指なんかつけてもしょうがないよ」と

いう百楽に代友されるような-1tYOの整形外科医があ

ったが笑を日本，アメリカ，イギリス，フランスで

実際に話したり 聞いたりして考えさせられたのは

10年'Iiijである いま ，多くの整形外科医の必であっ

た種々の組織移Mが可能となって，新しい分肝での

可能性に挑戦しているときと忠われる しかし微

小血管縫介を応川する手術には，その程度は激減し

ているとはいうものの，常にjnJパーセントかは失敗

の危険性があるため，慎重に適応を決定しなければ

ならない.とくに，より安全で確実な他の方法によ

り，同程度の機能が得られる可能性があれば，いた

ずらに技術を乱川して危い橋を渡る無謀を避けなけ

ればならない とはいうものの，この新しい技術を

駆使して， fiij人未踏の可能性に挑戦することも，こ

の技術を身につけた人たちの義務でもある 願わく

ば，最小負担で故大の進歩ーに，一人一人が努めるこ

とが現在要求されているもっとも大切なことであろ

うと思う 104. から 110. までは骨， 成長能をれ

する骨端軟fJ'あるいは付，関節の移品(((山1).'1， );(; 

E弘， 平 1L!)， 運動機能の|口l復が目的の筋肉移他(奥

津， 古附)， 1~1筋 l陛イナ皮弁移拍(辻〕それに血管縫

合の基礎的研究である sleeve縫合(鈴木〉であ っ

たいずれも今回はじめて発炎されると Lづ新鮮さ

は少なかったが，あれはどうなったかと懸念される

症例の，その後の経過に闘して興味ある女11見が多々

報告された すなわち，骨端線の成長能，筋肉の収

縮能，関節軟骨の機能，什細胞の生活能が予想どお

i 
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り，あるいは予想以上に温存されていること，また 努力したいものである 応用するのも，コントロー

血管柄付仲筋腿移植と考えられる辻(柳川病院)の報 ノレするのも，その技術を身につけた外科医がしなく

竹など興味深いものであった.今後も， マイクロサ て散が行いえようか また，自分1'1身はこの技術と

ージャ リーは，整形外科領域におL、ては，基本的技 無縁と考えられている外科医の先達も，正しい判断

術のーって、あり，本来の目的述)，Ji:のための手段であ のもとに取的選択して，この分野の発展のために忌

ることを常に念頭において，しかも夢を災現すべく， 僚のないご指i与をお願いして 「まとめ」とする.

く屈筋腿 ・基礎J

(座長鈴木勝己〉

111 腿，y.rl内一次鍵修復における新しい試み

一一Tensionreduced by-pass wiring (仮称)の実験的研究 一一 ."...・・・0・0・・0・".・山中健輔ほか ..1539

112. 同簡保存臆移植に関する実験的研究

末梢!腔停止部を中心に一一 ・… .......…...・ e・.....ー・ ・・…・…・-… … ー中村 先ほか い1542

113.損傷腿修復に関すると!t験的研究

ー一一第 3報 入手指屈筋腿腿!'HJの微小Dll管学的研究一一 ー ........…・一 一前田道笠ほか・ー1544

114. JI1屈筋腿!健作'jr'-Jにおける指屈筋!此縫合部を透析膜で被覆することによる

!附癒合状態に関する実験的研究ー ......・ ••• •• ・… ー・・・…-….."............牧野正晴ほか ー1547

115.断裂腿断端部の組織学的変化について ー…・ 一 一 ・ー・ … ・ー… ・ ・ 伊勝 良ほか 1550

116 折屈筋舵損傷の修復と滑走に関する実験的研究

一一第 10報 腿剥雌術における再癒新防止の試み一一 ・・ ・ ・・ ・・・…・・・・・・ 0・…木村記行ほか .1553

(l l1~ 11 6 に関する股長のまとめ〕

原筋腿 ・基礎のテーマは今円でも沢山の問題が主主

されている。ために会場は超満凡で次段長11古も空い

ていなかった. これははじめてである.

111. 11，，1'が一次舵縫合のとき，近接に別の pull-

out系をl附m内を通して指;(の爪にかけ，縫合部に

緊張をかけず，他動的には少し動かすことで，癒着

を少なくして成績を上げるべく行った尖験成績を述

べた.減sみ糸が%物にならぬかワ Tensionreducing 

positionなと・試みたか? 指尖に pull-outしなくて

も?など質問があり討論された感染の危険.pull-

out糸を抜去するのか，繁幸f(であるなど，なお検討

を重ねていただきたい

11 2 . 中村が同種保存l胞の末梢停止~mに骨孔をあ

けコノレク栓のように，肱tytidJ'イl入後に竹片を入れる実

験で. 6週後には，ヲ|っ張り試験で文、打席、といlじ切れ

ブJをするが 組織学的には対!持、より返れて 12迎で修

復することを述べた 紺lかな配慮の実験であり，さ

らに研績を積まれたい

113. 前回が新鮮民体 14手で.!1¥i1とラテックス

を注入し，屈筋鍵車両の微小血竹阪を鮮明にぶされ，

JJII齢的な血管減少 A2 と A，の'学側に1(ll管分布の

多いことなどを示された Jm筋)附Hlのどちら側かの

l~mで. J!]!解に差があったよでうある この点のA

mをparietalとか，最tに接ーする[街とかの表現のほう

が型角11しやすかったろう.血行の院における分節編

とはま ったく無関係のようである.繊細なJfll行分布

を追求することは，重要なことであり，私どもの手

投にもますます 日間さが要求されよう

114 牧野が，日本ザノレを使って，屈筋取s刊の一部

を透析映でカパーし，腿縫合部の修復および周囲と

の癒着にどれだけ有効かを実験し全部縫合部を包

むとl陀癒合が遅れるが，癒着はないことを述べた

組織19r見の発点て‘引 っ張りテストはしていない，肢

は 2~3 ヵ 月後にとる ， 傷があると裂けやすいなど

追加された 結局は肢の端の部分が一審問題になる

と思われる.歴史は繰り返すことが大切であろう.

115.伊藤が手術時採取した断裂腿端の経時的組

織所見を述べた Epitenonの反応がまず起り，次

に endotenonの反応が始まる由 )政相l付では，断

裂腿!端が，丸味を帯びているが，腿11付は変性して脆

くなっているのがよく経験されるし，発友をみせて

いただいた限りでは epltenon様としか思われなか

った このような研究は地味で，大切であり，解釈

も，今後とも大祉の集私'で結論されることがヨ!まれ

る。

116.木村が第 10報としてフロイラーの実験で腿

縫合 3週後に!舵剥自在してヒアノレロン般を)陣争1]胤t$に i

注入すると癒lrが防止て、きることを述べた l此修復

に影響を与えず臨床応川できることが待たれる.
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)位s端修復のがす態']'.)1j'.が，地味に研究され，たくさ 諸氏にこ・迷惑をかけた 過去の統，;jでも!附に関する

んの発言したい方が会場にあふれでいたが， 口減 6 基礎， 1臨床の証言組数が群を抜いて多いので，今後の

分，討論 l分ではいかんともなしがたく参会された 検討が宏明される

く屈筋腿・臨床〉

(座長斉藤!ATJ) 

117.手指腿鞘造影の臨床応用・・・ ーーー 一.. . . . . . • • . . . . . . . . .… ー・-… -… ……・ー…・菅野 博ほか 1721 

118. 外傷性屈筋!総)Jz.下断裂 20例の検討 ーー ・… ・・ ・.....…・...・-… .....…-・ー・ 富川ぷ次ほか ・1740

119 子の屈筋肢~1文ド断裂

一←とく に手指管部における小指深桁屈筋脱皮下断裂について一一 -… ....… 主主戸 jl 詩ほか 1742 

120.深J行屈筋)1l1!!"i'..独断裂の治療経験 ーー ー…一 ..................……・・・…・・・ 0・................-1:良来秀明ほか ・1744

( 11 7~ 1 

117. R主A 性J指行同h川il筋鍵!舵l此即u迎Tし叩e午m附ff炎では)腿腿粁"(.ffl腔箆の鉱大， いずれも手根竹部で断裂しており，すべて力強い出

ィ、強， l:tl'f，'ピ像， リンハ管の Jl'liU : なとの .J'~'íI\ï9î見はみ り ilV;f'ド中に発ノ|二していることを指摘し， イi鈎骨}í~f(i)

られるものの，診断 上臨休J9i見にまさる有川性は訟 で切断力が働くためでなし、かと推測している

められず，狭窄性!此粕炎でも腿靴、佐閉塞像が半数に この二つの発友に対して， IJI島〔新潟大〕から筋

認められたものの，腔の破絡があるため，手術適応 力によ って特定肢位に同定されているときに外力が

決ii.:の指標にはならないという。一万，1随損傷例や 加わった場合と ，関節肢位が図主とされていないとこ

拘紛例では腿断端の位置や総..(f部位の俄認にイj川で ろに外)Jが加わった場合とで，腿付着却の裂離骨折

あるという発点であった の有無などに大きな影響を及ぼすのではないかとい

この発表にあI し牧~牙(新潟大)は狭律性健靴炎と う質liUがあった。沼田からj伯仲!民主i傷が111島のいう

くに deQucrvain 1陀m炎では艇の破怖が多くて狭 {走者の受傷機転，強い屈1111)Jによるものが，iij者の受

窄の状態のtu'ill¥がうまくできないので拠開造影は行 傷機転に相当するだろうという回符があ ったが，裂

っておらず，RA性腿，m炎でも診断的]J:味はなく， 離骨折の頻度については，;反されなかった

synovcctomyを予定した，也、者て‘ tenoplasty をやる 120. 22例 23指に対して行 った綿々縫合， Pulver_ 

必要があるかなどを術，iijに判断するために行ってい taft法 Rigg法 (dynamictenoclesis)， )1l1!前進術

るという発討があ った の成績の比較の発火で，可能な限り端々縫合を行う

118. 119. 山111は受{易機転として突き指などによ べきであるが，もし不可能な場合;こはその他の方t.t
る過{III以煩傷と ，ものを強くつ1，、た場介のように強 をh主例に合わせてj白山をtJとめるべきであるという結

L、屈1111ブJによる 2種類があり，後れの受傷機転によ 論であっT-e

ると足、われる 6例は全例小指で，断裂部位も子掌部， これに対してはとくに発行はなかった

|手収部であったと発表した 域戸も RAや ColJcs

く屈・イ申筋J&t;-

(胞長ぷJ木;)11).:;) 

121 指屈筋1総mtあを介(}fした II羽IIiJ，'(H f具合組織J1l傷

122. m屈筋l礼トの腿!'Yfi卜人jにおける一次修復成績の検討…

...・d4cJl二平11係ほか 1723 

…ti藤 夫必ほか 1726

123. J行原筋|従切断Iに対する primaryclircct sutureの検討・・ ・・・ ・ ・ー・ ・ 浅 )1:正大ほか .1729

124. Zone JI・s[における加紡舵修復航例の検討

一ーその後療法をl卜心に ・ ・0・・ 0・・・・・・・・ ・・ e ・ ・・・ e ・ ・・ー i列島 JlL(城ほかー1731

125 幼児 .';・ li'O切に fj われたチ桁屈筋)此修復制ijj， i 例の 10~20 ij'.後の成績 ..................Ji橋政十tiほか・ー173'1

126 長付指令1
'
筋腿損傷の治療経験 .....一…..・ e・........"..・・・ ・・................ ・ ・ ~ ， 谷 IE I¥y.ほか 1・.1746

127 外傷性指{ljl筋!附欠引に対する siliconetenclon spacerによる二次的修復について 浅 )1 医大ほかー1749

( 1 2 1~1 27 に|対する住長のまとめJ !札完全切断型，乍背側型に分蕗lしlAij後成績を検討

121. 酒井 (111Ji大〉は前腕部の多数胤'似傷を:'?M した結来，字背{){II}(I).がも っとも成績がわるい その
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]1i!111として同型では照 ・や11筋艇を同時に修復不可能

な例が多いためて、あろうと述べた.

122. 芥藤(新潟大)， 123. 浅)1(岐阜大〕は原

筋腿損傷に一次修復を行った例の)}，i;絞を幸ltT1した.

斉藤は Kleinert法による早WI運動許が 3週間問

主主群より成絞がすぐれていた，体il'iによる成績のJ1::

も明らかであると述べた.

諸橋(鶴岡〉は何かllJ!111があって早期l運動Mと3

週間間定群とに分けているのかと質問]した.IT藤は

小児はすべて immobilizc，成人では atrandomに

両者を行ったが現在では全例に Kleinert法を行っ

ているとのことであった.

124 西島(京大〕は照筋脆修復例に独自の後療

法を行い好紡果を得ている. そのブ}II;は extension

block splintを装 着し術後 2週日より自動運動を

開始し， 3週以後は PIPJを中心に 1日2万同以上

のn動屈仰を行わせる

125. 諸桁(鶴岡市〉は，昨"1'の本学会でおrrJ(慈

忠医大〕が小児の屈筋腿損傷に遊離脱!移植をわった

例の中には経時的に忠化する例のあることを報告し

たのに対し，諸橋は 16例の術後 1il日の成績と 10

{I後の成績とを比較したが，成長にイ下って肝:1111拘縮

を生じたり， ROMの悪化した例は 1仔uもなかった

と報告した.

<諸病変 2>

(座長池谷 11:之)

座長が富 111 に発言を求めた ところ 1 ~ 2 歳に施

行した例では 5年後に excell叫 goodの例でも 10 I 

年後に 1段階または 2段階悪化した例があった そ

のj京悶として幼児の発育に移植腿が追いっかないの

か Brunerの皮切がl直線になるなどが考えられる

と述べた.

11]年本E7-会で屈筋)院損傷に関する多数の演題が報

fitされているが演者によって評価法が異なるので本

'下会の統ーした評価法をつくっていただけないも

のか凹島教綬に発言を求めたところ，国際的には

TAMが広く用いられているが，TAM法では MPJ

の ROMも加わっているので不合理であるとの主

長もあり同際的にも必ずしも統一されていないとの

ことである

126. 古谷(日本医大〕は長母折や11筋鍵断裂のとく

に陳旧例には従来より E1P鍵の移行術を行ってい

るが近年では PLを骨間11英を通して背側に移行し

EPLと端々縫合するか，または bridgegra[tする

カ訟を行いすくーれた成綴を得ていると報告した

127. 浅井(岐阜大〕は heatpr問 injury，手背

の高度一J坐滅を伴ったや11筋!踏の多数腿損傷例に対し

silicone tendonを使用しての二次的{lj1筋腿再建術を

行い， 比較的良好な結果を得たと報告した.

128 ビノレ開業 5ol日!の乎の外手|の粁!験... … ・・ … .......……・・・……………・・・……...."江 川 常 一 .1898

129 手と環~

第 6*成人男 fの局!リiJ反動負荷および温水負荷による手の変化一一-・・...…松 木孝 行ほか・ー1587

130 関節と音

一一月、!関節の周波数分析 ・ ・ ・ ・…・……."....….......……・・・……中島清隆ほか 1589

131. 日本人の手指骨形態に関する研究(第 3報〉… ・・…一-・・・・・・… ... ・・….....植竹 稔ほか…1592

132. J:肢の以l節拘縮に対する dynamicsplint療法 ー……・……………………・……・・…岡 義範ほか 1868

133. lIij腕国政機構に関する研究

一一'，llll'般の働きにつL、て一一 ー一.....・ ...…・ー…・・ー……・・…・ー ・・・ ・森 謙ーほか ー1582

134. H'iの駆動および;1;IJ1Jjlメカニズムについて ・………・… ................・ …….......却:!!Ilf {，言 711ほか・・・1585

(l28~ 1 34 に関する座長のまとめ1 は“‘nodule"だけのものは部位が middlepalmar 

128. 'Nnu，池谷 (n医大〕 ・1)ずの忠t;が多い crease に接して存在するこ と， タコやマメほどに

のは先生への紹介忠針が多いためですか? 2) 硬くないこと，皮膚に1'11み “pit"があれば確実， 3) 

Dupuytren拘縮のイズラ ンによる診断基準で，ごく 触診で腿を確認，24G 注射針を車IJ入，当該指屈{111て、

初期の例の具体的診断法はつ 3 )パネ折のn:射療 腿に車IJさったこと を確かめ，少し引き抜いて確実に

11、，手技について 拠開IJ、jへ薬液を注入する.艇中fiの形にふくれたとき

答， fUII: 1)先天奇形例は走行介が多い， f也の扶 は効果も著しい.

忠ではそのふ容は高くない 2)slaclium“0"の診断 129 質問，池谷 :上腕動脈の血圧との関係
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答， j公，.jc:血圧d[IJ定は行っていない.各種負荷i::k!験

や環境肉子が関与し，反応にもそれぞれ差があると

思う.

130 質問，伊藤(長崎大):肘関節巡動のどの時

1 ;~~に背山のように U \たのか答中島:角度との
関係はし、ずれ検討し報告したい 質J:U，内西(日毎

日):……ーら制 radio
hllmeralの synovialAingeの屈曲位での阪入，さ

らに屈曲を強めると，これが飛び出すときのもので

lあるこ とを 安川 吋生は これ叫酬と!日]

ーと与えてよし、か符，中島関節包のまくれ込み

以外にも軟骨の損傷度も考えたい Snap音は固イl

の波形にならないので oscilloscopeを使用したい

質I:U，津山〔京大〉 私の左手は gripごとに音を発

する 右手は発しない。 いずれの例も 20年以上ま

ったく無症状である 解剖学的差異も考慮すべきで

し tう 答， '1'1ゐ・今後症例jを増やし，手術所見を

対比させ検討したい

131 質問，附(東海大):第 5中子'片11頭J¥.s!IJの
bony promincncc が原悶となっためずらしい loc-

ki略目ngerを経験したが， '1'手骨~jiの形態に|則す

る調子王はしているか.答，ft(i竹 bonyprominence 

に関する検討は行 っていない 質問，井口(専売公

社東以術院):小折中節骨の indexの variationが

く神経・基礎 3>

()タ長 15( 徹也〉

他指に比して大きいということがあるか.答，~r'[ 

竹.各年代に，いわゆる短縮痕変化を認めているが

percentile graphで rangeは広い傾向にあった

短縮症の判定基準についての検討は行っていない.

132. 質問，池谷:スプリントの実効WJIIJ~ につい

て，また市販されているか 字ヰ，岡硬質スポンジ

で7週， elastic knllckle gloveは8週， 効果は数週

でピークに達し， 2ヵ月程度で停止する. ili販され

ていない 質問， 彦坂(青岡赤十字) 装計時間の

指導は.答，岡 : はじめは痛みが11\ る ので 1 回 5~

10分である.

1 33. 質問，姫野(福岡市立こども病院〉 ・ rr~l 問膜

を切った状態での動きはどうか.符，森:'i~'I::U英に

回旋運動を誘導 ・制御する働きはないと考えるの

で，切縦しでも変化は生じないと思う

134 質問，井 11(専売公社東京病院): MP， PIP 

の屈曲I時に cenlralslipは DIP関節を伸展しえな

い Dynamic tenodesis効果や linkmechanismで

動く場合もある.迎動に関する筋力が 5，自由度が |

4で一つの筋力を決定すれば他の 4筋のパランスが |

決まるとするのは'1'.，i!にすぎないか ~，姫野 J'I 1 

山!立が四つというのは側副切干fj:~~が弛んだ状態での

条件で，極端な屈イ!JI時には籾fifが緊張し，さらにJ'I

山度が下がる.

135. 末約神経修復後の知覚阿復過程の検，H……・ー…...…-….....…-・・・・ー・-…........:，'，川厚太郎ほか 1645 

l36. 腕神経叢損傷

ー ←Metrizamidemyelographyの信頼性について 一…・・・………… ……・ ・・・長野 町ほかー・1648

137 鍛性麻姉手に対する機能再建術の長WJ予後 ・ ・・ ・ー …・・・…・・ 0・…・… 0・・…・・ 11111!lj 光ほか…1650

138 振動誘発屈曲反射による末げ!神経損傷の評価 ・・・…....・ 0・ー・ 0・...........................1付川 満ほか・ー1654

139. 腕神経叢創傷の術中電気診断ー・ ..............……・ ・… ………….................近藤正樹ほかー1657

[l35~ 1 39 に関する座長のまとめ〕

135. 各種ま[1覚検査訟を組み合わせ， ま11覚回復過

程の検討を1Jったものであるが， Dellon 11、が有川

であるとの結，;命を述べた 確かに手の感覚としては

生j也やI支をなでたり， ~utの肌ざわりを検したりす

る movingteslが有用であることは Seddon も述

べているところである Vibrationsense は個人差

も多く:k施の{l)jによ ってもなかなか定量的判断が

得られないこともあると思われるが， f~長個人の考

えとしては一番目nSltlveな領域は泌ーれの 30cpsと

256 cpsのち ょうど中間の 128cpsであった. 電気

生理学的検査との比較が欲しいところである

136. Metrizamideの使用により根袈像を詳しく | 

検討し，術中展開所見，電気生理学的所見と対比し |

たもので興味深い 阪大川介より SEP導11¥の'I'IJ定 l

規準，判断困燥なときの判;どなどの質問に刻し跡内i't~ I 

の影手?をできるだけ除き，飽s!IJとの比較によるとの

返答があった.長崎大伊藤は上位型に引き抜き引傷 1

が多いはずなのにどうして後節型を恩わせる Al ~jJ 1 

が多くみられるかとの質問であった これは質問折

の誤解ではないかと忠われるが外傷性腕神経叢JJ.1傷

のうちもっとも頻度の高いのは上位型で、ある.しか

し引き抜き煩傷型の多いのは全型麻薄である. この

}，'Xの混同ではないかと考えられる 津111(東大〕よ

_.凪l
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り Metrizamidemyelographyの信頼性が高い点と

その綴褒像解折の有Jll性についてさらにiuJJ日発言が

あった

137. について才l古屋保健衛ノ1:.大矢部より長JWに

わたるたいへんな仕事の継続をねぎらう言葉があ

り，術自ijによく計画されることの必要性を述べられ

た

138 について佐長より附芹の程度との 問題を質

問したが，ごく軽微な潜在的障害でも所見陽性であ

るとの返答があった 2点識別，電気ノ1:.理学的検査

より鋭敏であるとは障害の終すぎるもの，障害がは

く神経 ・臨床 4>

(座長佐藤勤也〕

140. m祈l経損傷の治療成績

っきりあるとはいえないものまでをみつけようと す

る話、l床かとの質問 (東大i'Ji:lll)もあった まだ研究

の緒についての発表と思われるが各種検査法との比

較のうえ， 臨床的意義を検討していただきたし、と考

えられた しか し 新ら しい検査法としての興味は

もたれる

139.運動野刺激による運動神経電位導11:につき

質問があったが座長も勇気ある検査法と思われた

また，rootの編成と大脳皮質での分布とを一致さ

せることもなかなかむずかしいのではないかと思わ

れるが積額的姿勢は尊重されよう.

一一第 2報 神経縫合と神経移植との成績差の検M~- ・……・…・・・ ・ ・・…… . ... " .. .宇佐美文章ほか・ ・・ 1695

141. 尺'内神経損傷について ー…ーー・……...……・ー……………ー…・ -… -・.......・..・- 立花新太郎ほか .1698

142 手学部における尺骨神経深技損傷の治療終験 ……・ー…・・・・・・…・・……・ ・ー -…  -彦坂一雄ほか 1701 

143.正'1-'・尺什神経縫合の!}，i:績.....・ ーーー ー… ... ・ ・ ーー…・…・・・・… . .... . ........ ~喜 合直之ほか・… 1704

144. 一1:岐における神経移布MIiiの検討 ・ ・ー・ …一... ・・ ・・ー… ・ー・・・・白目・・・・・・ e・・西日健二郎ほかーー1706

[ 1 4 0~144 に関する座長のまとめ〕

140 宇{J，:主 (日本医大〕は， j附11経釘傷の修復方

法の相異による成績1f:を 4項口について比較検討し

た いずれも結果は縫介例が移M例に比べすぐれて

おり，ことに移縞例での movingtouchの回復が劣

lっていたと述べた これに対し立}I[(新潟大〉より

moving 2 PD 値が classical2 PD他より大きい抗

例があったかについて質問がなされた いずれにし

ても移植例の成績が劣るのは吋然と思われるが，

slowly-adapting reccptorの!日11反に比較して quickly-

adapting receptorを評価する moving touchの遅

れに疑問が残った。

141. 立花(虎の門病院〕は， 京大における過去

17今川に経験したg骨神続的傷 520例について臨

床的検討を行い，近年では開放F科件性l十J:.ι担凱H傷易が激減しし， 閉

鎖性s似H傷努ことに lリiト、f部管1泌I必主候群なとど4の c叩ntr悶'a叩pm百E叩nt

I n問neu…el叩削1I山11ω
児島(慈7忠i:EE!LEi1i医大)形杉伽D成Iυ〕より， )H ì"~1管出候 It'( の原因

l州!について変形性別|州症を以内とすることの妥

当性について質問があり ，演者は11迫以外に際過，

葦 'JI などの~素が加! っ ていることの否定ができない

ため，現状ではこ のような分類にならざるをえない

との解答であったが， &:.Is毛もま ったく!日]1，さである。

142.彦以(静岡赤十字〉は，下'学部における尺T1

1(111経深指m傷の治療経験について述べた すなわち

開放創によるものの場合には，小m外転筋は混存さ

れていることが多く，加えて手掌において多数の筋 |

枝を[1:す深枝の特性から，損傷部位によって症例ご |

とに只なった病像を示すものであることを強調し

た. したがって，深校狽傷の適確な診断を下すこと

の困難性を演者は指摘しているが，臨床上留意すベ

きことである l 

143.落合(東大〉は，過去 10数年間に受診した |

正'1'・尺'，1・神経断裂で従来の神経上膜癒合により加

療された術後 1年以上経過した50例について成績 i
評仰を行った 彦坂(静岡赤十字病院〉は尺骨神経の l

M4評価 について質問し， 母折の対立 ・内転，各指

の内外転がおのおの独立して可能で与あると臨床的に

判断しえたものにしたと演者は答えた なお， 2点

識別能と SNAPの大きさとのあいだには相関を認

めなかったと報告しているが，興味ある問題であり ，

ことに小児について今後の検討を期待したい

144. Tly rl (名古屋保健衛生大〉は， 1二肢における

神経移有Il術を行 った 51例 (62神経〉のうち 46神経

についてま目覚および運動機能回復について報竹ーし

た 折神経は大多数が lIseflllrecoveryであったし

尺'PJ'• jF中神経では protectlvesensatlonの1"1復を

得たとして，木辺、が知覚岡復をn図とした症例に多

く行われたことより当然の結果であると述べた.
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く奇 形 1>

〈座長 三 浦 隆行〉

145. Myleran誘発ラット欠指症の成立機序

一一第 2報 上皮一間業誘導系の関与について一一 ................…・・ ・…......JJI1藤貞利ほか ..1570

146.手指先天奇形に関する実験的研究

W3報 Limb budの局所障害と多V-Ii:- '・ー ー・・・…… h ・a・......・ ・・ 飯島謹之助ほかー1573

147.きわめてまれな先天性多発奇形の 1{7IJ ...................・ e・ ・・・・0・……............ 坂本博志ほか ー1797

148. 先天性長叫折屈筋腿欠損および形成不全の各 I例…....・ ・ー…・・-………・・ ・・ ..~Ij 文俊ほか ー1800

149. Rudimentary polydactyly 

一ーその発生機序につL、て ー ・0・…・…・・・・ 0・・・0・・・・・・…・-…........… ・・ ・・・ 北山吉切]ほか ー1803

( 145~ 149 に関する座長のまとめ〕 同様の報告を過去に行っている彦反，荻野，矢t$ら

145. ラットに Myleranを投与して形成される四 の追加発言がみられた ' 1' 手'買の 1，~ ì'~1の一部のみで、

肢奇形の成立過程を，組織学的に定量分析した報告 癒合する症例jには有用な下l~iて、あるが，中千什骨頭

であり ，146 は鶏卵に双極凝同日lfを用いて)伎芽の まで癒介している京例では総合部分隊の手術も困難

局所障害を力11え形成される四肢奇形の観察である. である

両者とも四肢奇形の成立に上皮組織 (AER) と間 148 . も比較的まれな長l止指屈筋腿欠狽の j，i~例て、

薬組織のあいだの相互作用が関与することを結論し ある. 1.;):1行の低形成に伴う長母指屈筋舵欠損は散見

ている 北山は川一時期の同一刺激によって指の滅 されるがω指球低形成を伴わなし、長母指屈筋胞の Ql.

形成と多指の両者がみられることから，多指の発生 独欠損は|ょIRの報告以来数世1Jの報告をみるのみであ

は問葉組織障害後の修復過程において過剰な指が生 る本症はほ桁の多析と問機，欧米人に比較してみ;邦

ずるといより間業組織細胞lt'fの 2分裂と考えられる 人に多い.W.1f';ではないかと考えられる 報作のt1il

と発言した.内向は局所障Z与を加えて形成される奇 例は典型的な症例であると考えられたが，第 2例は

形モデノレは外版業，中医薬:の脊形成立に対する関与 母指の低形成がみられるようであり，演-r，は disuse

を探るうえでi'l"iJJ.な資料を与えてくれるとの考えを による atrophyと考えているようであるが，典型例

追加した これらの基礎実験は奇形成志の機序解明 において低形成をみることはなく IriJー症例とするこ

にきわめて市(~であり，また形成された奇形の病像 とに必干r::JMi'lがあると考えられる なおYC. ~llj は短故

についてもただ多111，欠指との形態面のみで論ずる 指屈筋!附欠似の合併について質I::Jしたが，今川綴告

のではなく，さらに訂しい分析がなされるべきであ 例では知ほ折原筋鍵はYT-{Eしたとのことである

ると考えられる 149. はいわゆる rudim印刷ypolydactylyと呼

147.は 152.と入れかえられた.演者が強調する ばれる小腫癒状の多指について腫癒の組織7・的検索

ほどではないが比較的まれな第 4， 5中手什癒合対 を行い臆腐基郎に発する.fql経 ・血管束の存拍を確認

に刈し，癒介fj1)の切断tとシリコンブロックの姉入を し ヌj>;j，i:は浮遊状の指がその茎河;で切断されたがi果

行って小指の外'1¥正変形を矯正している 本主i4題には である折u命している.

<奇形 2>

(座長内西兼一政11)

150. Clinodactylyについて・ ............…-・ …・ … -… ・・・.• • • • • • • • • • • • • • • • • .ー 鈴木 jr孝ほか 1805 

151 先天性焼 ・g'l')癒合症について ......・ …・ …ー・ ・・ ・・・ ・・・・・・・ーー =三浦降行ほか ー1808

152 先天性第 4・5中手骨癒イ泊予ー …・ ・ ......... … ・・…・…......・ H ・-・・・ ・l二羽康夫ほか・ー1810

153 手の合指症の手術 ・ ・ ・ ・ー ・ …・・………...". ・ ・ ・・・・・・・ 矢部 裕ほか 1813

154. 合指症とは ーーー …・・…-ー・・ー ・....".".......・................. ー……."....…ーm見隆夫ほか・・・1816

[ 150~154 に|刻する座長のまとめ〕 の分析を行った.荻野(北大〉から骨端の変形との

鈴木(名大分院〉は屈指症について， 61例 108手 関係，矢耶(名古屋保健術性大)から骨切り法につ
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いて質問があった -:折節母折以外には1'J端核異常

によるものはみなかったという。

三浦(名大分院〕は， 先天性.I;~尺骨癒合症 33 例に

つき検討し，母指形成不全との介併から，failure of 

formation としてその成因論的に興味深いという .

高橋(東京歯科大)は，前腕の川旋肢位と ADLJ二

の問題点につき質問があったが向内拘縮の強い一部

のものを除き ADL上問題が少なかったという

坂本(奈良医大〉は，回以筋の異常，腫癒，児所

性骨化，令指， 屈指， 脊桁側湾を合併する 6成男児

を報告し，診断について怠見を求めた

玉jH奈良医大〕は，コラーゲン代謝異常の疾病

ではあろうというが，正しい記録があれば，のちに

解明されるものと考えられる.

く奇形 3>

(座長南保文昭〉

矢部 〔名r'i尾保健衛ノ1二大〕は，令指症の手術にさ

いしての新しいデザインを呈示した一般に Baner

法が行われているが，容易で，搬痕拘縮がなく植皮

j十が目立たない利点があるという 石田(司nマリア

ンナ医大形成)より術式についての質問があ った

q!.見 (晃子、恵医大形成)は，合指を呈するもののう

ち， 合併奇形を除き， rii独合l"}1を示す 80例につい

て検討を加えた.鈴木(名大分院)が，背・性合指で

は，示 ・小J行短縮が，皮府性合指では，小指短縮が

多いと追加lしたが，前?号l土，そのような観点からは i

みていないと述べていた 臨床像からの分析と成因 |

論からの分析とは，かみ合わぬことが多く ，各方向

からの観察が大切なことといえよう 。

155 内反手紙jE手術の新しい試み 0・・・..・・・・・ e ・ ......・-…-・ ー …......・...…......波 山ーほか 1787 

156 三指節:[IlJ./;_j:指多指杭にみられる介入'討・の組織像...…-……-・ー……-・......... 荻野利彦ほか・ ・1789

157 手の絞犯輪症候併の術後経過 e・e・.......................... …… …… ....…・一......桐生辿介ほか 1792 

158.手指の独立運動を防害する加筋!波間の盟主絡腿 4症例...……・・ …………・・ …・ ・・ー…坂部賢治ほか・・・1794

[ 155~158 に関する所長のまとめ〕

155. 内反手矯正に関してはし、まだ問題点が多く

治療に難渋するところであるが，演者らは母l"Fi化手

術にさいして従来切除されていた移行J行中手骨にil:

日しこれを切除することなく前腕に引き下げパ1i・

遠位部./iHJlIJに軟部組織を介して閏定する方法を促唱

した これに対し，尺骨 'IJ切り術は同時に行うの

か，二次的に行うとすると引き下げた母指が矯TF.の

妨げとならぬか(名古屋保健衛生大矢部)， )~'i'l"端

の尺側古，H立の強い例ではかえってその偏位を日)JJ乏し

ないか(秋田大渡辺)，gripのさい挽側廻転をノ|ミじ

やすいと思うが腿移行などで安定化をはかる考えは

ないか(呑川医科大多111)などの疑問が山された.

演す;にかわり111下は引き卜げたほ指と尺骨II¥Jにはゆ

とりがあるので二次IÍ'~尺 'l~j" 口切りにさほど附 '1 11 とは

ならぬと述べたが，その他のヰj:l]1はいまだ未知数で

あるとした.症例数も少なく経過も短いので問題点

もあるが，発怨の素11，';'しさを評IllIiし今後の成果を期

待したい

156. は多指症に伴う三節l手術のX線形態学的検

J，tと切除J行の組織乍的な検索から介入骨と末節中枢

端の関係を追跡し竹野らの分mにより比較検討し

た結果を報竹して介入骨切除の適応，切除量につい

て示唆を与えた. 矢部は中枢骨端ì~;の具体的な切除

要領の説明を求めたが，現実のI::J題としては|刻節を

聞き直視下に近位より!長関をすすめて決定するほか

はないようである.介入骨の形態は原基により決定

されるというが，発生学的にみると介入中iという呼

称がはたして適切であるかどうか疑問を感ずるとこ

ろではある.今後のますますの研究成果にJPJ待した

し、

157 は絞犯輪症{凶作に手術を施行した 18症例lの

子後報告である.本症に伴う J行合指の状態は多彩で

Jii，なる分艇ですむものから有茎柾i皮を要するものま

であるが，いすず.れもJ折行分離により闘係似位は改?誇干さ

れるが什iゑ変t、:J形杉はj遺立残しし，絞犯輪は mu山l

により ヨ芳末4ド~ j村W附l'打'ì の浮腫状態は緩除に改干誇存されるが '1'円j のく

びれを示すものでは骨及変之]形膨の改一普はあまり良好好-では

ないと述ベた これに井対Iしし， z皮弁弁-の数はl'和何"吋'Jf倒闘くら

いおくか，全周を一度に処理するのか，剥離の深さ

と範聞はどのくらい行うのか(束ぷ脳科大rlr川病院

高橋)， リンパ性浮腫改~に Z形成以外に深部組織

による准流促進予段をはかるか(南保〉などの質問が

川されたが，とくに深部組織の処jrtは行わず， z皮

弁の数や大きさとその輩IJ離は症例の状況によると述

べたにとどまり ，も う一息詳細な見解を述べてほし l
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いところであった. たる障害がないので本政的の実数を知ることはむず

158. は町;筋)陛破絡による手指独立運動障害の 4 かしいが， 2001'，の疫学的調在結果に言及した. こ

j，i;例を報告した FPL挺と示指 FDP )雌 ~i¥1破絡 3 れに対し石旧(型マリアンナ灰大形成)は 1クラス

例と'!'J3;:!折 FDS)腿間破格 1例をあげ，いずれも椀 120名くらいのt午?字7

4似仰側(I削11げJ指行を山げるとjパ"--s似仰側!りlI1指も曲がり仇，)パ亡側J指旨を11山11山11げても 有者がみられたと述ベ， ミドリザノルレの:尖lだミ験カかミらは

鋭t似例側!り削1吋1J:t折行は幽がらない特徴のあることを述ベ， 焼側t指旨 FPL !腿健が FDP 血腿~の従屈臨腿脆腿~ι:トであるという 9夙輿L型l味ある

の取腿腿tが主陸腿予であることを示唆した.日常生市上さし 所見を報告した.
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「手の外科特集号」廃刊の辞

青 木増 FlPJは今年 5刀19，20日福岡において高作iR:

人会長のもとに開催された「第26回日本手の外科学会総

会」の内容を1ムえるものである シンホジアムとして下

のスポーツ外傷 6題， 時性手 5題， パネノレセッシ ゴン

として舟状竹村折 5題， f:Jj行再建 6題，maliet fingcr 5 

題， carpal instability 5題， 一般講泌として基礎的研究

28題，外傷 ・'，'j-j:打 ・脱r117題，末梢神経

{負傷 27題， 腿長i傷 12@，microsurgcry 

12題，先天性奇形12題， lji[(j必11題，その

他18題に政長のまとめをそえ，外1"1人約

待教育講演 4題，訂 173題の論文と下の

外科余話として 8人の先生に随筆をお願

いしたもので，今日の日本における下の

外科のJJlA止を伝える充'だした|人r伐のもの

になったものとi'Iれする

ヲ蛇 乍内はボストンにおける「釘21"lr14際F

の外科迎合」の学術集会より仰ってきたばか

りであるが，我同の手の外科の|人l容はま

さに111:界の先端に伍しているといえることを痛感した

これは 4~I~ III:紀を越える技 1 1<1 手の外科γ 会の歴史のあ

とをぷすものである ごくささやかな研究会がIIs平113211

神}iにおいて天児先牛，第 21"1が昭和3311一大阪において

水野先生の i二慌て‘IJ自かれた叩l与のことを氾!l、山すと，誠

にこの王1・月における 日本のrの外科の進歩は大きなもの

があったと踊感する 日本人らしい勤勉さによるも ので

あろうが，ノ)'(をさらに独創的な[11:界をリ ードする業績の

ぷわれることを希望する次第である

女 今fドの下の外科γ'会において， ，，4:予の外科午会

も独自の乍会雑誌を学会可J¥務局のお111:，:，i;により fド41"1FIJ 

行することに決定した

ここで維誌「整形外科」が日本rの外科学会のfd}<.論
文集を過去241i'Iにわたり編集発 FiJしてきた経緯について

L i i 

簡単にふれておく.

第 31"11-1の昭和34千|二岩原寅猪教授による本学での学術

集会のさいに発表論文を印刷に残すべきであることがあた

定された しかし学会員の数も少なく経済的にも独円

の学会誌をもつことは不可能であったので，当11守主主形外

科関係のl唯一の商業誌であった本誌に特集号として編集

刊行することを依頼されたのである 当初は乍会年会費

内に雑誌代を含め下'会が会員数だけ買い上げ，会員各

{立に学会誌に準ずるものとして例別に送付したのである

が，雑誌「整形外科」の定期購読者と重複が多いので，

学会誌として個別発送することは中止に

なったので、ある.すなわち下会倶1]から

の依頼で始まったのて‘あり，また「手の外

科特集号」だけを購入することが可能で

あるように配10、してきたつもりである.

このことは子の外科の会員ではないが，

手の外科の進歩に関心をもち，そのicj'J1t
の学術集会における発表を知りたいと希

盟される人々のための便宜も考慮したつ

もりである しかし学会が成長すれば公

的なヴ'術発表機関誌をもつことは当然で

あり，いつまでも商業誌に肩代りを依頼

、J

総¥/ 

¥W L: ~~ 
¥. ><J ・111. 1)ρ 

乙r

-"" 

することはやめるべきは当然である 新しい学会誌の今

後の発l廷を祈る次第である. 付百ーしておきたいのは， 5 

月あるいは 6月に開催され， 200 題に近い発表のある本

乍会の'γ:iA:i集録を[円J11'・1度内に編集，印刷刊行し，会員の

手もとに府けるには従米編集者もlJ¥版社も相山lな激務を

強いられていたのが 引ったである 今後その衝にあたる

方々には短時日のうちに刊行送付を完了するためにご苦

労が多いことと考えるが，会員各{立には，Ilj[稿担tll:JtJl日
の厳γ，民{ミ寄?寺校il:のJUJ日内完了などせeひ新しい学会誌

にご協力されることを希望する次第である また会員外

のみ々にも動向を伝えるよう配lむをお願いしたい

宮崎 最後に本特集号作製にあたり特別に編集の労を尽

された二/'11:ri'i↑j)ミ，長野昭両氏に感謝する次第て、ある.

(津山直 一〕
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