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まえがき

方市の先覚苫であるよfi家によってなされたものであるー

その原稿は単行本として，広くこの知識を普及させるた

めに 1聞にまとめられて発行された 天児民和監修

「手の外科の基礎_]， rl!H11 33 {下 7月，金原出版妹式会

社である

!:!12回総会は昭和J33年 7月 13日，大阪市毎日ホ-

j レ内国際サロンにおいて阪大水野教授(当時大阪市大)

を会長として行なわれた. 一般泌題 24題，シンポジア

ムとして基礎技術公開講演を主題とし，ほかに自由討議

として第一線病院における手の外科の実際がとり上げら

れ，また映間展示も行なわれたが，その内容抄録は日本

整形外科学会雑誌，巻 11 号 10，H?Hrl 34 W 6月 25日

発行に記載されている ついで!:!'i3回総会はH{1和 34年

10月 30日， 慶大岩!京教授を会長に慶大医学部北里記

念講堂で開催された.一般演題 27題，自由討議として

手指の損傷が主題となった.なお， ~1学会評議員会にお

いて手の外科学会演説原稿を Iつのまとまった雑誌とし

て発表したい宵の動議が提案されて，協議の結果，当学

会以降の学会記事をl有江堂発行の月刊雑誌「整形外科」

の増刊特集号として一括記載されることに決定したーし

たがって第 3回総会の l記録は整形外科 10)j増刊，日本

の手の外科学会特集号，巻 11サ 10，昭和 3.:;年 10月

1 r二l発行に一括して掲E依されている

本誌は第 4回総会記事の集録で， 昭和 35，ド 10月

1 EI，新潟市大和デパート 7階ホーノレにおいて新大河野

教綬を会長として行なわれたものである.学会l記事はで

きるだけ忠実に;.tjJされたつもりであるが，紙数の都合

で図表等を 1部制限して掲w<するのやむなきに至ったの

はご了承を乞う次第である.

なお，次回会長は本学会告11立に特にご尽力を賜わった

神戸医大柏木教授で 11召和 36年 9n 30 日， 10月

l 口神戸市において開催予定である.新たに本学会に入

会希望の方は九大整形外科内日本手の外科学会事務所宛

(振替福岡 1598)，会'Z'(500円をそえて申込まれたい.

昭和 36年 2月

日本手の外科学会幹事 天児民和

I. 

|二1，1、干の外科学会も本|引を以て，創立以来満4年を迎

えるに至った 年とともに会員も漸増して，いよいよ隆

媒の兆がうかがわれるのは同居室にたえない.速からず，

立派な学会として権威のある機関雑誌をもっときがやっ

てくるに違いないが， ともかく， ここに本学会記事を

1冊のまとまった雑誌として刊行することは目下の急務

であり，後述するように前回学会時から本誌に一倍して

掲載されることになった ついては会員の方々はもちろ

ん，新たに本学会に関心を寄せられる方々のためにも，

今回学会までのお重な学会，;己録の存在をお知らせする意

味において，一応本学会古11立以降現在までの経過の概略

を説明したい.

日本手の外科学会は私の提II/jにより，斯界に関係ある

多数の協賛者を得て，下記発起人を中心に発足したもの

で，昭和 32"f 7月7fJ，神戸市オリ エ ンタノレ ・ホテノレ

ホールにおいて盛会但に発会式が挙行された.

発起人 飯野三自ji，伊正案鉄犬，伊)藤京逸，岩原寅猪，

岩崎高介，猪狩定、，服部奨，内幸fr助， 1眉尾篤人，

大根日1恒雄，岡野主従l' ，lQ!地裕，河南11文一郎，川島

弥，片山良売，柏木大治，高瀬武平，玉井達二，同島達

也，土屋弘吉，鶴田主主代ぷ，出下健抜， ，*里FiUlt吾，永井

三郎，内村正雄，上回文.'Jj，野山崎支E二三，来須正男，山田

窓吾，位林誠之助，俗丸寛， fEi島 正，藤本憲司，児

玉俊夫，河野左宙，近尿鋭矢，肖他9J雄，天児民和，有

原康次，宮崎淳弘，下1域成圭，宮本孝男，三木威!J}治，

水谷兼見，*野待太郎，7Jく町四郎，島 啓吾， 清水~(一

郎，諸宮武文，森 占皇太，森崎直木，鈴木忠一郎，鈴木

次郎(敬称略，イロハl脱)

学会会則が決定し， 学会事務所を福岡市大字堅粕

1276，九州大学医学部整形外科学教室内におくこととな

り，毎年 l回学会総会が聞かれることとなり，名実とも

に本学会が結成されたのである

第 11副総会はノ尺児を会長として発会式に引続いて行な

われたが，まずスタ ート ラインの意味において，一般演

題を募集せず，手の外科の基礎的問題を主題としたシン

ポジアム形式がとられた.発言はいずれもわが国のこの

斗

ア「

口一

一二二
一l

二
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II. 日本手の外科学会会則

第 l立総貝IJ

~-n 条本会は日本手の外科学会と称する.

第 2条木会は手の外科の進歩発達をl苅るのを目的

とする.

第 3条本会の事業年度は総会後に始まり，翌年の

総会口を以っておわる.

第 2 i';J:会員および会費

第 4条会員を分けて正会員および名作会員とす

る

!T15条 正会員は医師にして本会のFI的にft同する

もの，名誉会員は本会に功労があり総会に

おいて批鵡せられたものとする.

i!iH条 入会希望王子および退会せんとする音は住所

姓名を認め，そのむね本会']1務所に申しこ

むこと

uP条会ylj_は年額 500円とする

2第1ロ}8条 会員にして会Z費雪を納めないものはi退忌会とJ

める すべて既納会Z抗tはi辺辺イ付Jしない.

第 3 市役員

!T19条本会に次の役員を置く .会長 l名.評議員

新 lニ名.書記を置くことがある

~-n o条 会長は本会を代表し会務一切を統督する

評議員は会長の諮問に応じ_ill'益事件を評議

するものとする.

?j'H1条 会長および評議員の任期は 1カ年とする

重{壬を妨げない.

!;'j'1 4 立総会

ilfH2条総会は年 l回とする 総会においては左の

c]1JJIを挙行する. 庶務会，}I被告， 役員選

挙，翌年度総会開催地の決定および演説.

第13条翌年度総会期日は次回会長がこれを定め

る.

第14条 総会の次第は 2カ月前に会員に通知する.

~1l 5条 総会において演説せんとするものは会長指

定のj~J 日までに演題に自抄録を添え申込む

こと.ただし演題は会長において整理する

ものがある

附則

第16条 本会則の改正は総会においてその出席会員

半数の同意を:要するものとする.

日本手の外科ef:会

日本手 の外科学会評議員 (lIilfil35 ~下)

飯野三郎， 1)ト政忠厚，伊)絞鉄夫， i戸 JJ't_l~j包有

n;i 封ij~ ， 宕崎 I~-:j 介， 猪狩忠，服部奨， i& 新

助， 四尼篤人， 太田良支， 大根田恒雄， 1湖町f:t
払， !m自給， 何都文一郎， 川 島 弥，片 1111ミ

亮，柏木大i'fi，山;;:lnl人， II=.J瀬武平，玉Jh息寸

田島迷也，上九{弘吉，鶴田登代志， 伴トー世t，哉， 111 

野 i:i~脊， A<:!I:ニ良15，内村正雄， J二日文児， :J!f的克

二三 米;JUE;JJ， 山田憲吾，俗林誠之助， fl;L 

克，福島 正，藤本港、己j，児玉俊犬，河町左ili，

近政鋭矢，有賀j順一，古池勇雄，前山 厳， )-:児

民和， ヂfJJ;iLU次 ，宮崎淳弘， 宮域j災圭， t吉本4:，

男， 三木l成虫治，7.k谷兼晃，水野祥太郎， 7.k PIJ四

郎， 島啓吾， 清水源一良15，諸i玄武文，森益

太，森崎n'I木，鈴木忠一郎，鈴木次郎(以上イロ

ハ順). 
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111. 評議員会議事録

河野会長:ただ今より第 4回日本子の外科学会評議員

会を開きます.

はじめに昨年，在、が会長に指名されましてから今日ま

で皆様から絶大なご後援をいただきましたことに対し厚

くお礼申上げます.また本日は全国各地から多数評議員

の方々のご参集いただきましてありがとうございまし

た.

4年前木学会が発足以来会員数は年々地加し， 現在

486名に達しております.このように本学会が急速に発

展いたしておりますことを皆禄とともによろこびたいと

思います

これから議事予定にしたがって議事を進めたいと考え

ます.

1 庶務会計報告

天児幹事 お子日午におくばりしたような会，ij報告さを

ご覧になり， これについてなにかご質問はありません

か.

日付杓I35年度日本子の外科学会会社報告書

([1什和 35ir 9 )~ 20 bl現在).

収入

Ijij回よりの繰越金

公民納入

利子

210，619円

93，000 

4， 711 

( Hf{柄I35 W 4月 12I二i付)

文11]

通信資

309，330 IJ] 

会費請求(全会員) 3， 744 

今回会長連絡 220 

事務費

西洋紙 (500枚) 500 

振替用紙 400 

印鑑 60 

開催賀(新潟大学渡し) 50，000 

同手数料 90 

計 55，014円

差引残高 254，316円

(うち現金 2，440円)

日本手の外科学会 天児民和

ご質問がないようでしたら差引残高 23万余円の用途

について提案があります.実は:8j"O 同本学会の講演内容

をIお江堂より雑誌「整形外科」の臨時増刊号として発干IJ

致しました. これに要した~'í:用は約 1 3 万円とのこと

ですが， 今後この増 flJ~号をみ;学会号として発行し本学会

会員には無料で配布したいと存じます.昨年度は岩原前

会長のお'月折で編集していただきましたが，今回からは

学会事務の仕'jJといたしたいと存じますがいかがでし

ょうか

河野会長 .ただ今の天児教授のご提案についてご意見

はありませんか.

河野会長 .皆様ご意見ないようでございますから，天

児教授のご提案の庶務会計報告を -f，l;ご承認くださった

挨拶する河野会長.

ことといたします. (拍手)

2. 協議事項

1) 次期会長と開催地

河野会長:次期会長および開催地の件につきおはかり

いたします.ご意見をおさかせ下さい.

天児評議員:神戸の柏木教綬を推薦いたします.柏木

教授は神戸での第 1回本学会開催以来非常にご熱心に本

学会に尽力されております.今回私が新潟にくる途上神

戸に寄って柏木教授と話し合い，もし皆様のご指名があ

れば引き受けてもよいという内諾を得てきました.柏木

教授は今回は近親の方のご重病のためご欠席ではありま

すが，いかがでしょうか.

河野会長 ただ今天児教授より柏木教授をというご推

薦がありましたが，その他にご意見はございませんか.

ご意見がなけれぽ柏木教授次期会長の件につき賛否を
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おはかり致します(校成，拍手). る用n台統一ーの件」につきご説明をお願い致します

河野会長' 多数のご質成を i~} ましたので伯木教授と決 野崎評議員 手の外科では非常に繊細な点に触れるた

定いたします.なお夜、から柏木教授にこの件をお伝えし めその表現も復維になり用語も現在のところ]11一的でな

ます。 い • :tlUE外国 n丹の用語 I~ I 休も必ずしも統一されていな

次に開催地と時期につきましては柏木教慢のお考えを い.また外同訂?を邦l落に，iJ¥すこともうまくゆかない.た

承って決定したいと存じますがいかがでしょうか(:11'1 とえば pulp をどう l沢したらよいのか nailpinchと

手). lip pinchは同じなのかといろいろ疑問も多いので，手

河野会長 .ご質成を得ましたのでそのようにいたしま の外科を特に深く研究している人達から日本認による用

す JB統ーをはかつていただきたいと存じます.

2) 提案協活 水野評議員 :野崎教授のおっしゃるとおりでお足いに

河野会長 つぎに評議員会に提出していただく協議事 ，t.J諭していても，ときにはその外国訴の受取り方がちが

項をまえもって待機に当面lによりおはかり致しましたと ったりして怠志の疎通をかくことがあると思います.統

ころ，つぎの 2 つのごt足~r~~がありましたのでご協議をお ・された 11，f，:3IfのJi1認を設定されることは大計成です

ねがい致します. 小委員会を作られてこの'案を只体化されるよう希亡E致し

1) 大阪市大の島評議口から「本学会の1}li催維持政な ます.

どをfT理的に獲得するための方策として，会のだ、人化の 三木評議員 ・学術斤:]，~Hの nUimは長終的には I!I火の医乍

問題を含めた学会のありブ'i J についてご提'~ざがありまし m民委日会にかけねばならないと思います

た. 島評議口に捉'12理IIIのご説lIJ1をおねがいいたしま 河野会長 :この問題は乍'l:の教育にも|刻述致しまして

す. できれば統 ・したいと考えられます 野111向，水野l司教綬

島評議員。 本'字会の規模がだんだんAきくなってきて より統 ε した用泌をとりきめではとのご怠見であります

おりますので，主催される側のご庄労も大変なことと存 がL、かがでしょうか小委員会を作って検討することは

じます.ただ今天児教俊からの会計報作によりますと ， どうでしょうか(代成.拍手).

ヤ会から総会経由として 5万円支出となっており ーあと 河野会長。 ご佼成を得ましたが J主体的な委員の悩成

は担当教室のご尽力によるものと存じます.我々が出し は次期l会長とt&議のうえ決定いたしたいと信じますがい

介う会費はわずかなものですから会の発展を怨定します かがでしょうか (賛成，拍手)• 

とき総会の運営 l二の者労を少なくする怠l味でも法人化を 河野会長 その他にご提案はありませんでしょうか.

提案した次第です 岩原評議員:前会長として学会の仕事，特に原稿の収

河野会長 ただ今のご提案にごな見がございましたら 倣い点で感じたことを時lします 昨'1は会長が原稿を集

ご発育下さい めて，整理しましたが，演説そのままのもの，またはす

岩原評議員 法人化という問題は本年外科学会，また でに雑誌に掲載されたものなど，まちまちでしたそこ

整形外科学会においても問題になり ，整形外科学会では で演説そのままに全文をまとめて会長に提出していただ

現在検川中とのことです いろいろな問題を合んでいる きますと編集も簡単で，本年中にでもまとめることがで

ので前倒なことらしいです. きると考えます.

天児幹事 この問題については夜々の多数が属してい 天児幹事 :学会誌ということになりますので原稿料な

る日本整形外科学会が現在検討中とのことですから，整 しということでご了示おねがい致します そうしません

形外科学会の法人化が実現したのちに本学会も法人化し と相当高いものにつきますので ・(笑声)• 

たらと思いますがいかがでしょうか (拍手). 三木評議員 .学会誌は障問も入れた方が理解しやすの

伊藤 (京)評議員 ・法人化の問題ですがやろ λ と恩え でそのようにわがいたい.

ばできると考えます. 天児幹事 ・今回，何回は 3枚ということにしてありま

河野会長 .法人化という点に関してはご突ー議がないよ すー

うですが，その時期に関しては日本整形外科学会が法人 伊藤 (京)評議員'災害外科を取扱う第 2線の診療所

化された後に本学会も法人化すると解釈してよろしゅう に手の外科を普及させていただきたい.

ございますか (拍手) 河野会長 ・その他協議する事項はございませんか

2) つぎに野崎評議員よりご提案の「手の外科に関す ないようですからつぎに報告事項に うつりたいと存じ
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ます.

3) 報告事項

昨年本学会でア メリカの手の外外科学会に対しメッセ

ージを会長から送ることが決定しておりましたので，夜、

の方で作製し柏木教授にご持参ねがいました.柏木教授

は本日さきほどのような理由でご欠席ですが，私につぎ

のような通信が参づておりますので，その 1f祁を読みあ

げます rメッセージは会長に手交しました. 公式の

ゲストとしてミーテインクゃに出席し歓待をうけました云

々」 ・

以とご報告いたします.

これで評議員会を終了したいと存じます ご熱心なご

協議街難うございました(拍手)
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1. 千tRilli勤筋騰の解剖学的破格について

必J-I:正太郎 松崎昭夫ネ

九州大学強形外科教室

手の外科を理解するためには，第 i段階としてその解 見られるのに対し， 日本人では 3%前後の数値が桜告

剖を熟知しておかねばならぬことは言をまたない.特に されている. 孜々の調査では 116例中 3{7IJ (2.6%) 

手においては多くの破格が存在するため，各部分がいわ に欠如が見られた.

ゆる正常形のみで成り立っている手は皆無であるように 2) 短母指伸筋健 は，その附着部が母指基節に終ら

恩われる.そこで我々は手の機能を理解する芯味から， ず，末節に至るものがあるので， 62例の標本について

ごく少数しか停在せぬ個々の奇形ははぶき，臨床ヒ参考 調査した結果，法節に停止するものは約半数の 52%で，

になると思われるもののみを取りあげ，また高率に存在 全駐が末節に附着するもの 21%，M. P. 関節の部で小

する破絡についてはこれを綜合的に追求して機能的意義 分校を出して*-節にも一部が附着し大部分は末節に至る

を把握する点に目標をおいて検査を行ない， 1部の項目 という型 26労，合計 47% は末節まで伸びているもの

については生体観察を行なって参考にした.材料は保存 であった.

死体の手および新鮮標本約 114{7IJを用いて調査の対象 生体観察においては正確は期しがたいので，不明確な

とし，生休 320人 (640手)を観察して参考にした.

1) 長掌筋の欠如 については報告者により ，その欠

如率に差があるが，欧米人では約 10-30%の欠如率が

I
 

I
 

I
 

ものは除外すれば 640例のうち 141例 (22;話)に末節

附着のものが認められ， 1例左手にこの欠如を見た ま

た保存標本 100例中 l例にも欠如例を発見した.

lumb. 

%
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訓
山
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図1. 虫様筋の各種形態.
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3) 長母指外転筋 については その附着部位につい

てE悶脊をしたが，第 1中手1T肢のみに停止するいわゆる

正常形は， 58例中 7例 (12%)に認められたにすぎず，

その他はすべて第 1中手'円に附ぷするとともに，さらに

l，t:ないし数本の鍵が存在して，大多角行や母指球筋に

至るものであった.

4) Long extensor に|刻しては 69例について名

腿問の連絡状態を調査し，多くの破絡をよ止たが，その分

類は省略し，もっとも多く見られたものを示せば，第 2

第3指聞は腿連絡を欠く一方，第 3，4， 5指聞には連

対!泌が存在し，第 4指のl陀ーより 3，;; j行のl駐にIflJかつ

て述結伎を出している特徴を有していた.

5) Long flexor においても， t請の連絡を調査し

た結果，特に深桁屈筋艇においては l部のものに連結腿

の存花するものがあって，一般には即筋総!縫枠jを介して

荻引が伝達される結合線維性の述絡が1'f1:iして多楕多様

な例が見られた.これらの腿問述絡は第 2，~I 3指間で

机であるのに比し， 第 3，4， 5 tIT間では緊密なものが

多かった.

16人 32手に対する生体観察では. D.1. P.関節を含

めて第 S指の単独!罰山可能のものは 51'-1::;.6% で，

他はすべて 4 指または 3・4 指のhfl011を生じ， さらに

335名， 670手の調査では， 第 ;; j行の rli. ~g(胞 ill:iが可能

なものは 111 J.16.6% で， 約 83.4% は小指の屈IlII

とともにf，;'itrrや中指も屈IYIを生じた.

一 …化にZfみその倒々の i 
例については図に示す通りである(図 1).これを各指ご

とに虫総筋のl付着l'liiの存在を調査すれば，示指ではfn側
にのみ存花し，中指と環指では伎側にそれぞれ 100%.

尺側にそれぞれ 30%および 28%，小指では協側にのみ

9::;%，すなわち中指と環指では約 30% はそのおのおの

の指のl'可{]jIJK.虫餓筋が存在し， 小指て'はその :;~百に虫

様筋胞のきていないものがあった

以 1:の調査資料を総合整理すると， Jo咋 CXlCIlSOI お

よび long flexolでは， 示指と中指の|品jの機能的連絡

物としてはあまり見るべきものはないのに対し， qJ指-

E立JH-小指のWJのそれは緊密なもの(.ili結l陛，比較的強

い線維性のJI史てす)の存在することが多く，これにJJIIえとlt

機筋においてもノ向旨 ・中指!日jで両方の指に関係するもの

は約 21% にすぎぬのに対し，1 TtJ旨とE2指と小指の!日jで

は，第 3，第 4虫t1i筋が，それぞれ両方の桁に関係する

場合が約 80% および 92%できわめて多いことが示さ

れ，これらの解剖l乍的所見から示指は小指に対して独立

が]であるのにくらべ，中指・環指 ・小指は圧いに独立運

動を制限する傾向があり ，協同運動を行ないやすいよう

な構造を (iしていると結命づけられると思う

2.手の関節のili動

鳥山口官 J栗原宏介 宮城能久本

日本大学整形外科教主

1.研究目的

手の関節は多数の小骨間関節の組合せによって成り玄

っていて，その運動ははなはだ興味がある.

孜々は昨年の手の外科学会において手の関節運動の X

ホ S. Toriyama (助教授)， H. Kurihara. Miyagし

線|快11副をヒ映し，各小'?1間の運動の順序，運動状態等を

供覧した

X線映画はどの関節の運動から始まり，どの関節に終

るかなどの述fJJJIJt1序の解明には便利であるが運動jEの計

測には適当でないので，我々はl直援 X線Jft;形を行なって

手の運動を計測した.
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手の関節の運動はすでに Lanz. Bunnell， Fick らの

成書にもよく記載されているが，個人差が非常に多く，

名成主に見られる運動範囲にも多少の相違がある.

小骨間関節の運動状態についてはすでに述べたので今

回は主として中躯列のいずれがよく動くかに重 I去をおい

た.

2.基本肢位と X 線撮影法

X線J最影時の!皮位は，前後像のさいは前腕凶内子関節

伸展位，肘部と手掌面をX線フィ Jレム上においた位置を

基本とし，この位置で桟屈および尺屈を行なわせ，側面

像は子関節伸展中間{立を基本とし，肘および手掌側面を

フィノレムヒにおいてこの位置にて掌屈および背屈を行な

い，それぞれの慢影時X線束中心は月状骨を通過するご

とく ，また焦点フィルム間距離は 1m とした.

各運動のさいに起こる同内，回外運動を防ぐために反

対側の子にて前腕を凶定した.

側方運動は手関節を多少掌屈位にしたとき，最大運動

J 域が得られるが，手関節を伸展してIH部と手掌聞をX線

フィノレムヒにおいた場合手関節は多少掌屈位をとること

となる.

寸

__， 

また尺屈運動はli可腕国外伎で段大となるが実際にこの

位置でX線慌影を行なうと，手背}師は完全にフィノレム百i

から離れ，尺屈位には同時に掌屈が伴うため前腕を回内

位にて側プj運動を行なわせたのである.

前後運動の測定に前腕中間位としたのはこの位置がX

図1.各位置における中心線のとり方と角度の測定法.

線J'1&影に便利なためである.

X線フィルム上の各中心線は図 lのごとく前後像では

桟骨軸中心，有頭'丹前額紬中心，有頭骨矢状軸中心を通

過する線をそれぞれ仮定し，これらの線の交叉する角度

を測定した.

元来， 中心線は仮定のもので測定者の主観が入るか

ら，教室員 10名に依頼して，同一例について各自中心

線を設定，測定を行なってみたが，その誤差範囲は結論

に影響を与えるほどのものではないようである.

月状骨はその回転面が正確な円でなく回転運動も複雑

なものは中心線が各位置によって異なってくるのではな

いかとのfLt'躍もあるので，月状骨の中心線の方向に圭|を

通し，両骨関節Tfaに糊を塗って任意の位置に留まるよう

にし，側面像のX線撮影を行なってみたが，正常の運動

範囲においては中心線の方向はあまり変化はないものと

恩われた.

つぎに本測定法において問題になるのは側方運動のさ

いに起こる舟状骨の回転で，ことに桟屈にさいして強く

起こるために中枢列の運動域は実際の値より大となる.

しかしこの舟状什の回転も個人的に差があり強く回転す

る例では舟状fJが回転しないと考えた場合に比較して約

10。の増加を示す.また他方ほとんど回転の認められぬ

例もあり ，この回転による明加を修正しても結論に影響

はなかった.

3.潰IJ定結果

前後像は中枢yljおよび有志l刊とも様骨に

対し尺屈位をとるものが多く ，~lUj出 {象では

)~状'月は掌屈位と背屈位をとるものと半々

ぐらいで，有頭'1ヨ-はほとんどの例において

斤位屈をとっていた.

様屈および尺1a運動は凶 2，3のごとく

中枢列の運動域の方が末約ylJの運動域より

も大きい.

しかし破線で示すごとくこの逆の例も少

数ながら存在した.

掌:屈運動を行なってみると，図4のごと

し有頭骨の方がよく動く例が多く ，背屈

運'動では図 5のごとく月状骨の方がよく動

く例の方が多い.

月状骨軟化症の 2例では掌屈および検屈

の著明な制限と，全体として運動域の減少

が認められた.

4.結論

1) 基本肢位における各中心線の方向に
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図 2. .fJ'ilr1l運動 Cは中枢列の)Jがよくi]iJ.パ ，破線が;主

総より上に1[¥てL、る例だけ未精列の方がよく動

いていた.
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1波紋と H品c:1 t}. ，J -例寸ある (以ド同じ).

10 

一一一一 L.R 月 ~k1'f(!_ll転角度

一一一一 C.LI 
}ヰ'f !li'i 'j'f~ JI 転 ffJ I (t

-ーーー_.C.LI 

図 4. .，jt屈運動では未納列の)Jが上く動く . しかし破

線が'x線より下にある例だけは中限列の万が上

く動いた.

は相当な個人差がある.

2) 中躯列と末梢タIJのいずれがよく動くかについても

相ちな個人差が認められる.

3) 主主本肢位において月状骨は'掌屈1iIをとるものと背

屈位をとるものとがある.

4) 有頭'門はほとんど背屈位をとる.

5) 前後像で中恢列は大部分が尺屈伶をとり，また有

タト 科 1961年 8月

50 

40 

30 

ー一一-R.CR 中枢列回転角度

一一一一 C.CRI
ト末楠列回転角度

ーーーーー C.CRI

20 

70cases 

図 3.尺屈でも中枢列の五がよく動く.破線が実線よ

り上にl包ている例だけは車梢列の方がよく動い

degres 

70 

Tこ.

一一一 L.R月状骨回転角度

一一一 C.LI 
}有頭骨回転角度

ーーーー C.LI

叫.じ寸μ 山 i 
i( lY17子斗立わ~ t~ :¥f¥ ~n 

20ト ~ : j '" / ! : 子記~ ~ •. • .. }\~: ~:~ t 
1. i ~ • ~げ ‘ í II ::'i..J;ト'"千"'-!!~・ 1 円~; .i 
kl川口LA ，ljflト ヨ'-~ 1 .....J 101huJ J 1 1'  

O10 20 30 40 50 60 70cases: 

図 5.'Ir屈運動では Lt駅ヂrJの方がよく動く例の万が多

いが，破線が'足線より上にある例だけは末梢列

の万がよく動く.

日目 'I'~ も尺屈位をとる .

6) 背屈運動では中将8:71Jの方がよく動く伊jの方が多い.

8) 筏尺屈運動ではいずれの場合でも中恢タIJの方がよ

く動く

9) 掌背屈運動では中将E列のブiがよく動く例もあり末

梢列の方がよく動く例もある

ご指導いただいた鈴木教授にあっくお礼申しあげる.

ト
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3.母指運動の筋電図学的研究

一 特に麻痩手の母指運動 につ いてー

じ川 歓次 11:川 常 一 111本 IE 

小型f砕郎 右坪 功*

大阪大学整形外科教室

母指の解剖学的特殊性，手の機能上の電製性はあらた

めて述べるまでもない.f辛指はいろいろな方向にijlJJくこ

とができ，その運動は立体的であるため， 一見きわめて

複雑にみえ，その理解には学生のみならず，外科医でも

しばしば困惑を感ずることがある.そのうえ，/j指運動

の定義や測定法も諸家により一定していない.我々は第

2回本乍会で， 健常手の母指運動を筋'!U図を斤jいて調

べ，f]:指の運動には多数の筋が関与しているが，いろい

ろの運動により，参加する筋の種類も5Yなり，その力の

配合も迷っていることを述べた

今回は筋屯図学的事実にもとづき，手干F重の自主例の臨床

所見，測定他を比較し，複雑に考えられがちな!手指運動

を単純に理解するように努めるとともに，それにもとづ

く実際上の明確な友現について述べたい.

iな指の運動は，屈伸，外内転および回旋の 3つの'lli71さ

からなるが，このうち外伝は手掌の延長方向への外伝と ，

T'掌と直角方向への外転があり ，この定義が一定してい

ない(図 1). Kaplanのように佐合的な命名法は厳密

であるようにみえるが Fl常の佼用としては運動}j向

をより端的に示す命名が望!まれる.この意味で LeVa，-

の手掌面上への外転を唱に abduction， 手1}:と直角

面上への外転を palmar abduction と呼ぶのが簡慢で

あるが， 混同しやすいので， BlInnellのように前者を

spread と名づけるのもよい.Palmar abdllctiol1にさら

に内旋の加わったものを opposition と定義するのがよ

いと考える.

Spread， palmar abductiol1， oppositionに|刻勺するnJi

群の筋電関口、によるJ次電所動の状態を一覧表にして示す

と図 2のごとくである このように spread と pallllill

abduction とは殿能的に異なるのみでなく，筋電図のノマ

ターンの卜でも大きい差が認められ spreadは主とし

て extrInsIcmusclcsによる外転で， 後者は intrInsic 

m lIsclesが主力となる外転であり ，opposi t ionは palmar

abdllction のW，4~の仁に J川rinsic mllsclesのうちで

も母指の|付旋作用の強い筋すなわち m.opponens poll.. 

m. abdllctor poll. brev.， m. flexor poll. brev. の作用

の強化されたもので， palmar abduclin は OppOSltJO日

の基本相ということができる.

Le Vay A bductiol1 
BUI111el Spread 

Palmar Abduction 

Opposilion 

Opposition 

Opposition 

Opposition 

Opposilion 

Kaplan Extension-adductiol1 Flex ion-abduction 

Cave Abductiol1 

Strasser Abductiol1 
Dal1iels & Williams 

Lal1z Repositiol1 

Opposition 

A bduction 

Abduclion 

図 1. r，j:1i1の外軒、村よび対立運動の定接 ー覧表

牟 K. Shichikawa (助教授)， J. Egawa， T. Yalllamolo， K.Ol1o， 1. Jwatsubo. 

Opposition 

Opposition 
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1/2 しか外転できず， oppsitionも約 1/2の測定値を示

した.術後4カ)J半で spread，palmar abduclionの回

復は著砂jで縫側とほぼ等しい値を示すに至ったが， opp-

os山 On の回復は遅れ，術前に比しごくわずかしか改善

が見られなかった. このとき，筋屯図では m.f1cxor 

poll brev.， m. abbuclor poll. brev はほぼl正常・のj次電

J市民VJがみられたが m.opponens poll. は normal:¥. 

~r. u、。ltageがみられるものの，他の筋に比して spike

の減少が泌められた.

症例 3. 6才女子.右正中神経および尺1'J1'111経断裂.

受似後 5カ)Jで神絞縫合施1J・ 術的 spread は縫側の

1961年科タト形

Spread (abductin)， palmar abduction， opposition 

の測定法の概要は図 3のごとくである.

症例

症例 1. 14才，女子. .Y;fJII寺子子髄性小児麻wに擢患し，

左 l~上指球の機能がほとんど廃絶していたが extrÎnsic

m usclesの機能は良好に保たれていた・ Spread はかな

りできるが palmarabduClion と oppOSllWI1はまっ

たく不能であった Spread も手掌の延長方IIIJに聞くこ

とができず背側に偏しており，このI:J桁に可能な運動は

手立と約 判。で交わる平面仁での屈IUI， 伸展しかなか

った.

整巻 12・号 9708-( 12 ) 

Opposilion 

-ttt 
-!t十

++ 

+
土
士
一

Pallllal 

λbduClIOII 

掛
川
廿
+

+
±
十
一

主bduction

(Sprc 

+ 
+ 

掛
け
廿
H

廿

lntrinsic 

M. oppon・p白

:¥-1. abd. p. brc、-
:¥1. flcx. p. bre¥' 

M. adcl. p. 

M. inl. dors. 1. 

F.xtrinsic 

M. abd. p. long. 

M. cxl. p. long. 

:¥[. exl. p. bre、
:¥1. flex. p. long. 

図 2. I:i桁の外和、および対立運動の際の筋氾図.

2， 3 IJ目き得るが， pall1lar abduction. opposition li t、

ずれも鎚側の 1/2であった. 術後 9カ)Jで spread は

え/6，palmar abduction は 2/3，Opposilion Iま;j¥(J1/2 

に副1Mした.

症f5IJ4. 24 ..}'，男子，右長持:指外転筋および先日付指仲

筋腿断裂. 受似後ただちに来院した. 、円l侍 opposltlon

よりむしろ， s preaιl の防雪がもっとも治 lりjで縫~!IJの 1ノ三

Tendon-100]) operalioll術後 lカJjで， わずかなが

ら palmarahduclionが可能となり pinch も討す前は

ぷ指， 1-11指へ吋指先で触れるだけであったのが，術後は

~指まで但むことができるようになった.

症例 2. 30 ..}'，男子.布iE中村l経切断後 2カ片で来院

し，神経縫合術を施した. 術前 sprea rl は長~側の約 4/5

までυJ能であるのに反し palmar"bdllClio日は健側の

j尋
Opposition Palmar abduClIon 

図 3.母指の外転および対立運動の測定位、の級要.

AbduClion (spread) 
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しか外転できなかったが， palmar abdllction は健側の 腿断裂などの定例を観察した成績について述べた・

1/2以上開くことが可能であった 股縫合 7週後に機能 質問 高岸l直人(広島トl赤)

は完全にWl復し palmarabdllction も spread も正常

となった

考 按

以上にぶした症例の うち，正【1"神経麻療のものは 1n-

trinsic 11111scles の麻療のため palmar abdllction， 

oppositionがもっとも障害され，筋群の協凋性に破綻を

生じ，sprcad もE限度障害をうけている. ば~Wの回復に

つれて pal1l1arabdllction， oppositioll の回復が認めら

れた.これと比較して extrinsic1ll1lSclCS のうちでも特

に spread の安来が強い長母指外転筋と短Bj:1i1仲筋の断

裂である苅二例 4では palmarabdllction の防当よりも

spread の附害が:r，.明であって， このf，lij:i!IHy)の陪e芹の程

度が，正中神経麻療の場合と逆の関係をノjミしている.以

tの症例の臨床所見，測定値は健常子のほJ行の各A1!))の

ヨ 筋屯悶の成総を災づけるものである

許証口 ロ白

母指筋E下が運動の方 1[1]1乙よりそれぞれ特のな筋屯~l学

ー 的パターンを不すことをみた.その事実にもとづきn指

ー の運動をqi.純な安ぷに分析し，臨床上の子の機能の理解

「 に役'_I/つようにうfめた.このブji去を応用して神経麻舛(，

L SpreabとabdlIct iOllとの問題について Or.Boyes 

におききしたいー

1) Ahdllctioll とは演指の p辻l.nar abductioll の窓

l床で米国では使用されていると思うが.

2) Sprcacl と表現されているものは extenslon であ

るといわれていると思うが如何.

2 ヒ川氏に対して

Spread ということばを使用された意味はわかるが.

答 Or. Boyes (高岸氏の質問に対して)

1) このような定義は polio，を取りあっかうとき大

切なのであるが， OppOS1t101l にしろ abductioJl

にしろいろいろの筋の活動の combinatiol1 であ

ると汚えねばならない

2) Spreacl と exlenS10ll は実際的にはほとんど同じ

とみてよかろう.

答・ ヒ川飲次(阪大)(高岸氏の質問に対して)

Sprad というぷ現は abduClion，extensiOllとい

う命乞の混乱をさけるためで， spread に exlen.

M 川 が1'.休をなすことはもちろんである.

4. /求人のqr手付弓について (第 2報)

一一病的状態における中手骨弓ーー

川 LI 宏 二 手

弘前大学医学:郎整形外科教'七

手婦のいろいろの運動は中子骨弓のカーブの変化によ

って行なわれるといわれている.私はこの斗1f廿りのカ

ーフの変動を断層X線写真によって計測したが，成人正

常子に関しては::r~ 33回日本整形外科乍会総会で発点し

• K. Ka、vaguchi・

た.今回はこれをぷとして病的な状態でのカーブの変化

の傾向と機能との関連について報告する.

X線計測il~は図 l のごとく中叡， 中央，末村'1の 3 屈と

して求め， それぞれの中手骨断面の中心を決め::r~ 2・3

中子骨中心を結ぶ線をJ，!;fJi!とし，これに対しての第 3・

4，第 4・5中手作のなす角を基本動作について求めた.
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昨ミ
図 1

る.すなわち中手骨弓は外側移動が少なく，

円みを減じ属平状を呈し，筒肥jffil時は反対に

中手骨中将EがJfI'しあげられた形を豆しいわゆ

る猿手を表現している.特に1I1手'同弓のカー

ブを強くするよ うな運動においてその形は標

準値にi主せず円みが少々く ，その機能低下が

Iりjらかである.このことが小指と母指の対|白j

運動を陣~!.{-する!魚川と考える.

タト傷 :~ 4， 5指に関係する中子何'11折お

よび手脂屈筋l鍵の損傷において法本肢位，卵

担保にさいしカーブの減少が認められるが筒

但搾にさいしては正常値との聞に'I'，j然とした

差は現われない.すなわち手部外側特に末捕

のカーブは減少し明らかに運動範聞の狭少が

認められる.これらの旋伊IJはいずれも陳旧性

の症例でいわゆる手術硬着の状態を呈してい

るものであった.

火傷による疲痕性拘縮 :訟例は I~:)度のかっ

その正常成人の僚準値は i~ 1， 2のごとくである.つぎ

に各疾忠lこっき同級の計測を行ない，これを正常'と比較

し図 2 のごとく~~収図践に表現したー 実線は病的状態で

のカ ーフ のは[!"i[であり Iまかしの部がk宮市イ自のtf.{f範聞

である.

広汎な手掌:の火傷で.いずれの杭例も p，L P 

関節で離断されかつ受傷後数 10数年を経過し発育障害

が存在していた. その特徴は 111手'I~J 弓のカ ーブの変動が

少ないことである，)，~本肢位および筒担保ではほとんど

正常或いはむしろ強いカーブを行しているが司 卵ìe~喜の

ごとき，より 1~I 手丹F 弓の大きな五五:動の必要なときにも一

定位よりほとんど変動せず.前 2#'iと同級のカーブを有

していることが目立つ症例はその拘縮の程度内部の変

形によりそれぞれ奥なったカーブを示すが，いずれもカ

尺骨神経理軍療 中子j'j-I ;のカーブを標準値とくらべて

みると，その特徴はやわ展lI'yの外側末的，筒把限時の外側

中継，卵担保11与ではほとんどの部位において有意差があ

表 L 1:J:llW1の平均値のN花範閲(男)

2，3-4 2，3-4，5 2.3-4 E 2，3-4.5 2，3-4 回 2.3-4.5 

{申 右(附 J59. J2+ 1. 68 146.64+2.31 161.40+1.48 150. J2+2， 50 J63. 92::':::2. 03 152， 40 ~ 2.14 

!主性 J54.56::，:::2.19 J45.80+1.56 159.00+2.21 162.72+2.0。162.72::':::2.57 J 53，00十 2.25

160.20十 卜 80 148.92土3.06 161. 64::'::: l. 53 150，72+1.64 163.68+1.86 153.24十 2，36

展 左 皮一性 156，00+2.22 149.28::':::2.4 160.20::':::1.49 152.52::，:::2 163，32::':::1.66 155.76::':::2.03 

筒
159.60::':::1.73 149.64士2.2 161.76+1.4 151.44土2，9 162.36::':::1.66 153. 81土2.7 

皮性 156.60ェ2.06 148.92+1.92 158.76+2.08 152.52+1.93 161. 16土l.89 155. 18土1.98 
把

J5888::，:::1.88 149.04::':::2.06 161. 76土1.82 152.76+2.26 163.44+1.8 153.96::':::2 
援

皮性 155.40::':::2.47 149.04::':::1.62 158.88::，:::し99 153.48::':::2.23 ' 161. 28::，::: 1. 98 ， 153，60土2.3

.g~ 
J57. 56+ 1. 48 14 0.4土1.82 158.16+1.61 139.68+2.38 157.32+1.66 138.48::':::2.74 

皮性 153.12::':::1.91 140.4::':::2.09 154.32::':::1.98 139.80+2.52 154.20+1.92 J39. 56::':::2.72 
把

158，04士2.11 140.52土2.14 158.40::':::2.06 139.68::':::2.59 : 158.88土2.13' 139.80::':::2.6 
握

皮性 153.00+2.43 141. 52::':::卜 88' 154，20::':::2.32 141. 24::':::2. 64 156. 12土2.02 140.16::，:::2.64 
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表 2. 母集団の平均値の存在範囲 (女).

711-( 15 ) 

2.3-4 1 2.3-4.5 2.3-4 II 2.3-4.5 
」

2.3-4 m 2.3-4.5 

イ中
右!骨性 156. 96::t 1. 94 川 72::t2.15: 159. 84::t1. 61 '川 20::t1.44 162.00::t1.59 150. 72::t1.77 ， 

l皮性 154. 56::t2. 59 : 146. 28::t2.14 160.20::t2.12 150. 12::t1. 90 165. 12::t1. 53 153.24::t1.49 

展
158.04::t2.75 川.76::t2.17 161. 96::t1. 58 150.72::t1.77 164. 64::t1. 83 '152.64::t2.16 

156.96::t2.44' 148.20::t1.95 162. 48::t2.31 152.64土2.27; 167.04主1.85 ' 156.12::t2. 20 

. r骨性 159. 12::t1. 78 : 147.24::t1.92 161. 16::t1. 74 '151.44::t2.42 I 162. 24::t1. 76 ， 152.88::t2.18 筒 l 右~ F:1 II. "_U/o .L"""":"" .I...v  

1皮性 152.04::t2.32; 145.44::t1.70: 156. 60::t2. 09 149. 64::t2.07 160.68士2.24 152. 76::t2. 26 
把 ー っ----------，-

[骨性 158. 52::t1. 90 147.12::t1.88 161.52土1.30'148.44::t2.35 162.60::t1.59 ， 151. 68::t1. 86 
握 ( 左{

l皮性 152. 16::t2.42 146.40::t2.24 157.56土2.02'150.60::t1.93 161.40::t1.73 ， 153.00::t2.25 

(骨性 156. 36::tl. 90 141.12::t2.36 156. 72::t1.84 : 140. 88::t2.32 155.64::t2.02 139.68::t1.77 
卵 右( 一・ 1 ・ー・ l 一

l皮性 149.40::t3.09 139.6日::t2.20 ， 157. 56::t2. 47 : 140. 76::t2. 30 153. 72::t2. 02 : 141. 47土2.53 

把 l 一 一一 l 一 寸 l ， I • r骨性 '157.08::t1.17: 139. 32::t2. 58 '156.12::t1.46 139. 68::t2. 72 '154.80::t2.14 138. 48::t3. 18 
握左~~:-:- '"^  n.  ^"^  ーl皮性 15084±2731川 52::t2.42: 153.12::t2.18 凶 60::t2.69:出24::t1. 95 141. 72::t 3.06 

ーブの移動範囲は正常のものより

狭し、.

脊髄性小児稼痩 :手指筋麻療を

有する者につき調査したが， 一般

に中手骨弓のカーブは強くなって

おり，特に手の発育障害を有する

者に著明に認められた.個々の筋

麻凍との関係については判然とし

ない.関節の異常な動き，靭帯，

軟部の弛緩或いは拘縮も考えられ

るが，中手骨弓の形としては一応

物を抱握する状態により適合した

形といえる.

先天性奇形 :この症例はいわゆ

る風車翼指状を呈している.変形は第 2指の内旋と関羽1:

およびこれに伴う高度の変形でX線写真，11測によっても

基本肢位，筒，卵把握のいずれも中手骨弓のカーブは正

常値以下であることが認められた.機能的にもカーブを

増強する動作にさいしての運動不全が認められた

以上病的状態での中手骨弓のカーブの変動について知

見を述べたが中子骨らのカーブは増大に偏しても，また

減少に偏してもそれは手指の運動障害として現われてく

ー→

尺骨神経麻揮 外傷後の硬着 火 傷 脊髄性小児麻療 奇形

ヂ

f

F

F

F

F
F
F
F
 

F
一院一戸

一侯
炉

r
F

F
F

¢一
F

図 2.

る.したがって我々の手指機能改善への処置にさいして

は，その職業，仕事の内容によりカーブの大きさを考え

ねばならない.たとえば農夫に中手骨弓カーブを増強す

るような処置を行なえば，将来鋤鍬を使用するのに多大

の不便を感ずるであろうし，また事務系統の職業につく

者にカーブを減少させると必要な指運動機能が侵される

恐れが大きいなどで手指機能の再建，或いは手部の固定

などに中手骨弓カーブの必要性を強調するものである.
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5.出傷T-の機能に関する研究 (第 1報)

一一 指欠損手についてー←

"[ _ Evaluation of disability (機能障古・度 の評価)

lT _ Functional accommoclation (機能的順応性)

浜 l崎 亀 夫 渡辺良之

九州大学整形外科教室 八幡製鉄所病院

長谷川イ手夫 原 武良11'"

九州労災病院整形外科

我々は外傷による折欠損Tの機能，特にその clisabililY

と fu ncliollal accon日 間ζlalioll について受傷後4年以

ヒ経過し，かつ現花就業している Arbeiler110 乞につ

いて診五した. その内訳は I尚行欠担i子 7:>名， 多折欠

損子 35 ?"におよんでいる.それではこのような指欠損

千の clisabililyの評価をいかにするかという点に関して

はJI常に多くの内子が合まれて簡単に表現できないが，

我々は子の動作を 』つの底ぶ動作に分知し，さらにそれ

らを H の羽目に細分し，これらの)，CA、1UJi'nこjえずいて

第 l指から第 5指に至る全指の各切断部位における

disabilil¥-を求めそれぞれの clisability の集計/1_を作

製した. この表によると i(l指欠主lTにおいてはその

disabililyは切断指の長さに比例して治加することがわ

かる.このことは非常に京袋なことで外傷指の切断部I，'L

選定に閲して極々の説がHtlえられておるが，その機能的

立場より考えた場合切断指の断端は1IJ2え(1'0長く残すべき

で長ければ長いほど良いという結l命に注する

つぎに l指が欠損したJ:l1;合成存指の pinich力はどの

ような変化をきたすかを知るため自家製の pillich力，il

キ K.HamJzaki， Y. ¥Vatanabe， H. Hasegawa， T. Hara. 

を作製して調査した結果つぎのごとき結果をねた.すな

わち欠t1l指に隣援せる指の pillch jJはi守通の Arbeiler

でが]1 kg前後の明加を見るとい うことである.

さらに多折欠恒子の機能的JIR[J，[S性について調査した結

果，J<'ドHJ¥lJ2ないし 3桁の切断では見るべき機能的l町!応

性を認め得ないが， 悦'1叫(IJの 2ないし 3j行の切断では

transvcrse Illl二tacarpal angle ζ<l'， Lsがともに健側に

比しでかなり減少している.なおム"， Lsとはともに母

指と小指て、 P.P・piIl ch を Îl なったさいに~~ 2，第 3指

の melacarpalconcl y lcのItl心を結ぶ直線を法線として

第 3，U~ 5桁の metacarpalconclyleの仁11心を通る直線

とのなす角をム"，fHl'Tと第2指の melacarpal cOlldyle 

の 11 1心を結ぶ I~(線とのなす角をど8 と名づけたものであ

る. また11::常手の!手析の M.P. 関節の屈!日11支は非F?
に個人差があるが、F均 123'で， また左右差は 3度を超

えないのが普通であるが，多J旨欠損手でほ指の屈曲lを絶

えず1:!).Kされているものでは，そのIlHltll度が健側にして

10。以上も相加して機能的JI凶応を示しているものが多い.

このように我々の手はその環境に応じである程度の機能

的順応の可能性を保白ーしていることがわかる.
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6. 手の機能検査について (第 2報)

船田正次 松限雄弘 永'斤:失之*

飯尿病院捻形外科教室

手の機能検夜にあたり ，入手しやすい簡単な器只を利

用してのuUJ定方法および健康者についての正常値の比較

や慣れの羽象その他については，前回の木'苧会において

報告した その方法は， a) M式侶)]計による侭 }J測

定， b)水銀fJ血圧討を改造した装置によるコム球によ

るグリップテスト ， c)大小のベアリンク球各 30個を

表1.

別の阻に移しかえる速度測定によるピックアァプテスト

2樟， c1)数取採によるi計百と他の 4指とで 30秒間に

数取りを行なうピンチテス ト4種の合計 8種類の測定方

法である.

今同は病的な場合の検査成~liの 1 部を述べることにす

るが (友 1)， 一般約には搾 )Jとグリップテス トの低下

泊;例年令cn 傷病 r， 悶定期間 l司定除去if[後 I週後 4週後
(日数)

ILI 0 Le.上!腕矧上骨折 20 A， s; 20% 
i正百TC， D; 70% 

内 O 11 λ:肘捻地 8 A，s;60% 111:f ，Ciii C，D;正常

}￥ 0 12 /x:Jニ腕通知省1Ii' 17 A， s; 50% 
正常C，D;正治

念。 27 右目・)トI挫傷
A，s; 50% 

iE 1s' C，D;JE'i 

l'日 O 3S ん3自信 r，~ ql骨骨折 40 A，s;50% A，B;60% r¥， s; 8090 

C，D;80% C. 0; 1まIf，E'lI'; C， 0; iF 'í~' 

大 O 21 Le.第 3j旨Jiil筋lYill腿鞘炎 10 A， s; 30% 
C，D;正治 k 市

"1 0 54 ヂI'~j:指 ~!ji 扱1ti 8 A，s;40% A‘ s; 60% 
C，D;正;官 C，D;ほl:f正常

奥 O 31 イ1守i2 m切 断(cf'節) 22 A，s.C:40% r¥， R，C;50勿
lま11d.:7日D: iE両 J)・ ，[.常

i司 O 33 tJ:第 2jl1切断('I'節) 55 A， s， C; 20% 
不変

A、s，C;5096 
D: 正常 D・ jF.常

有 O 10 1正m 5 m2ま節骨骨折 20 A;O% s;70% r¥， s; 80% 
C，D;ほぽ，1，:;'常 C，0; A常

0 江 11 ti 第 2‘ 3 ， 4 指2.~節骨骨折 16 A，s:30% 
JE '，' C，O; ，E1白

O 瀬 12 イf茸14，5 1tit主節骨骨折 10 A， s; 30% 
正;古C， 0; I"-!まrE1己

0 本 25 右第 5j旨 P.L P 関節開放脱fl 21 A， s; 20;者 A，s;50% 
ほぽtI:'，'己C，D;6096 C， D; ，f'i 

凶 0 26 左第 4j旨末節骨骨折 24 A， s，O; 50% 
不変

A，B;505ぢ
C: .iEιTif'; C，D;正常

平 O 28 t正首;1指基節骨開放骨折 19 A.B，C，D;50% 不変 A， s， C， D; 70% 

岡 0 44 右第 4f旨~節骨開放骨折 (骨片 30 A B C D-4096 A， B， 50%.Hよ指 A， B; 60% 
遊離) のC;50%.D;正常 C，D;正符3

註 A==搾力計，13=グリップテスト ，c=ピックアップテスト. D二ピンチテスト

ホ .M.Matsuda， T. Matsukuma， H. Nagatomi 
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図 2. iiO例， 10才， 11こ第 3指 1，Citii骨骨折，固定 20日間.

イ努治癒直後の検査では切断指においてもピンチは正常よ

りあまり低下をみていなかった.銀力，グリップおよび

ピ γ クアップがアi'しく低 Fしていたが 1-2月の訓練で

ほぼ正常'となった

4) 指什の骨折や脱丘!例 7例についてみると，凶 三に

示した代点的 1{yIJにおいて見られるような経過をたどっ

た.重定例ほど長期間定を要し，機能の低下が著しく，

回復も遅れたが，比較的ゆるやかなカーフ、で軽快してき

た.しかしピックア γ プ，ピンチよりも握力，グリップ

の回復ははるかに遅れ，また各指のピンチについてみれ

ば患指に近い指ほど回復には長期を要した.

神経麻f中， !腿街傷例についてはつぎの機会に報告予定

であるが，以上の結果から我々の検査法は週 I回の検査

によって手および各指の機能の低下およびその回復の状

況をはっきりした数値にて現わし得る点できわめて便利

である. したがって， これをグラフに示すことによっ

て，その j午後を;切合に容必に惟損IJし得るため訓練方法を

変えたり，患者をはげましたりでき得る点で有効なもの

と思われる.

図1. JjlO例， 12才，丘上腕it昼新'f'J.i庁， [副定 li日間.

および凶復はほぼ、ド衡し， 2種のピ ックアップテストの

数値はほぼ等しく， 4種のピンチテストの数値聞も近似

的偵をとるが，これら 31t'Fれ!万一間ではつぎのような関係

となる.

1) 手自身には創傷がなく，他のgii位の外傷で手関節ー

までギフ。ス包帯または高IJ子で一定期間同定した 5例につ

いてみると凶 lで示した代点的 l例でみられるごとくで

あった.表において縦軸には健側と比較して何%の機能

数値の低 Fがみられるかの訂分率をとり，右主f陥には運重JJ

，JilM.!開始からのほ数をとった.握力およびクリップの力

は|叫定期出と原凶である障符の程度に応じて相当に弱く

はなるが，ピックアップおよびピンチは初め少し低下し

ていても数日中にすべて正常値まで回復した.

2) 1指のみに経度の降寄のある腿紛炎の腿符j切開子

術 2例についてみると，術後 10 日程度の指までのギプ

ス.ilJ子回定では固定除去後ピァクアップピンチはほぼ正

常で毘力，グリップのみが幾分弱くなっていたが数日中

にまったく正常となった.

3) !i'¥2指を1f1買[Jで切断した 2例についてみると，創
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7. 把持力に|児する研究 (第3報)

実用に際しての基礎的問題と臨床成績一ー

相IJi~井; í~iz J仁川常一 垢l木 篤 土井照夫み

大阪大学務形外科教室

我々は手の外科のE診断，治癒経過，治療効果の判定に

対する客観的資料の 1つとして役立てるために，数年来

種々の~持)J ，îlーを試作し， すでに第 103回大阪外科集

談会，第 87[[11近畿外科学会に発表した.今回はこれを

実用に供するさいのj主総的問題と， 臨床成総中の 2，3 

の例を示し，担持力，Jrの有用性について述べたい.

我々の試作した把持力~t を大別すると ， ゴムマリまた

はピストンの内圧を水銀圧力計により示すもの(区I1) 

と， つるまきノミネを利用したもの(図 2)， および

S lraln'gauge によるプ~?.t (図 3)に別れる.

これらを用いて担持力を測定したところ，

図1. ピストンによる把持力計で測定している状態.

* Y. Yanagilani (講師)， J. Egawa， A. Horiki， T. Doi. 

1.測定法による影響

ピストン，パネなどにより，測定にさいし)Jが入るに

つれて指が動く方法と Slralll-gaugじによる指が!ltIJかず

にプjを出す方法の同長問には測定値の大きな変化は認め

られなかった

2.把み巾による影響

把み巾を 1.5 cm， 3 cm， "CJ1l， 8 ClIlの 4樫に一定

して測定すると，但み巾の大となるにしたがい大きな力

のでる傾向がみられた.ただし，これにはかなりの個人

図 2.つるまきノミネによる犯持力社と配線図.

〆 e〆 ヘぷ 九

人町戸、- 、 ー『γノ、...~:，:- .:;円
図 3.Slrain.gaugeを用いた把J持JJ;:I.

犯んて'いるのは，犯みけ13 CI1I の欽ブロ γ クに gauge

を貼ったもの.その手前の 3何:1l. 5 cm， 5 CIll， 8 cm 

のブ口 γ ク.
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差があるので，今後なお検討を加えたい. 把持カバタ ーンは正常に回復した.

3. 手関節および前腕の肢位との関係 症例 2 右1tl指の弾鍛指. 典型均な弾鍛現象ととも

まず子関i怖を:1[1:大背屈から最大掌屈にいたる種々の角 に，但持力は約 7096に低下していた これに対して腿

度で測定した但持力は手関節 30-40度背厄lの，いわ 鞘切開術を行ない，術後ただちに開鍛現象は消失し，担

ゆる機能的!皮{iLでもっとも強しこれ以 tの掌1[i{¥I或い 持 )Jは4週後正常となった.

は背屈位では減弱したつぎにiJij腕をlll:大@外から最大 症例 3. ~!f球の突指による右IjJ指の JlJ a ll èl fiJlgerの

囲内にいたる種々の回淀度のもとにiWl定した. この結 犯行'f)Jは俄側に比し，lip pinchで約 4096，I)L.!I' piJlch 

果， )I"Ij腕の阿佐による影*はほとんどみられなかった で約 75% に減刻していたが，仲筋腿縫縮により，運動

4 測定器を固定した場合 の改 i(，;~ とともに 2 カ}]後正常の肥持力に回復した.

抗~j.'f力 ，;1 を机 1'. に jil，];，主して礼11持させたときは， 問先で 刈;伊J.I. -1 j除'1'1"1r11経麻w典型的なTの下卓を日し，

の純粋な把みのjJよりも，J二l民全体の )Jでおさえつける 担作 )Jの低卜は芥しく，長II側の約 40<百の力しか認めら

ようになり，把持)J計を I ，~i定せず指先だけで~んだ均合 れなかった この手関節を軽&"，L'(目付に保持して測定し

よりも許しく高い測定値を示した. たさい， ~j.'f)] はほぼ 2 倍に|二灯したが，それでもなお

5 日時による変動 縫側に比し，その防害は汗しかった.

世.1!常人["j ・被験行について.述続 10円!日J.午前 午 8.把持力計の利用価値とその限界

後 21可の測定を突胞したが司 1111.'1'による有志:の差は認め 我々 の，G¥:f'rした把持)J ，i!は l本 l本の指について，Jf11 

られなかった )Julでは測定し件ない微細な定化をも鋭敏にとらえるこ

これらの紡宋， 台 j二に~，Iij)主せ-f，j行先で~2に把むこと とができるー したがって間々の子の引傷を倣うさい，

ができ，簡単， IUi'fliでー熊械的波勾の少ないことという その診断に役立つとともに，治療効果を経H寺的に追跡し

条例二をみたすものとして， :rrU!火[1のごとき直径 4.5 て }1~尖な資料を得ることができる . これはじ，jllJjに忠行に

cm，把み 11I;) CIl1のピストンによる水銀[E:J)，汁を使用し 回復状態をぶすことにより，後僚1去に対する志、欲をもた

ている せる子段ともなったさらに子の能力判定の答倒的資料

6.健常人測定値 となり労災の障符認定にも応用し得るものと考える.

長l!?信人成人男夫おのおの 50千三のililJ定平均値をスライ また，把みのJYJ作を干の機能仁よりみた場合，力の測

ドに示した.Gj:指と他の 4指との杷持)Jの平均値および 定のみでなく， 指先の迩'動の巧拙についての，iHffiを加

標準偏差を示した え， さらに綜合的な機能判定を行なうことが守lまれる

7.症例 が，このさいも動作が巧みになるのと平行して肥1.'1'))の

2， 3の!a二例をつぎに示す IT]復のみられることが多く，この点でも妃作)J計の使用

症例 1. 布中指の府筋腿の 川川t山 laJlclでの断21. はHI円であった.

術J1ijの1f1t行犯!持)Jは 0，遊離脱H州自H;j後4カ)Jで;(iTの 諸民のご批判を仰ぎたい
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8. わが教室6カ年11日における 卜J伎の

先天性奇形の統計的観察

7]'<.!i'f.j二 郎

松岡秀11f.

物i尾慎 弥

山田文夫

)~木恭 i専

問中安人本

熊本大学慾形外科学教室

上!伎の奇形は指に多くかっ多彩である.そのうち公JH

症，多指波等治療の効果がlfti許なものもあるが，従来そ

の他の奇形に対する対策は凶難なものがある 指凶奇形

の研究および統計に関しては，比較的多く峨告され，本

邦では小林，河村，f!)j野，小py，{;多らによって発表さ

れている.

の各 1例と acrocephalosyndactylia1 例があった. 手

指以外の合併症としては合枇症がもっとも多い.我々の

調査では皮膚性合指症が最多で，手術は 22I伎に施行さ

れているが 12例は来院時すでに手術沈みで， 践形

成，娘痕jOJ維iによる斜指 屈曲，Uilliをがあり従来の手術

術式に改~:の余地があることを示す.手術H寺期は 3 カ月

:R々 は各q形の対策について研究しているが，まずわ 以内が多く，血族結婚は :.;10Jでそのうち 2{ffiJは奇形が近

が教室 6カ年間のヒ肢の先天性奇形の統Ji的観察を施行 親にあり，近親省奇形は l例にあった.

したので報告する.

6カ年間の外来忠Iffi'総数は 22，421名で， 1:1伎の先天

性奇形は生後 1I!寺間より 30.tーまでの男 74名， 女 70

多指定は 15{担j で母指側に過剰指のあるものが l~ 例

で， 8例は米院H寺すでにLlJ建|直後より L{'までに手術が

施行され，婿H良拘縮および切除部のJ旨骨広部が追残して

名υl'1 '14 名で総外-*!.r~者数の 0 . 6 % に伯"lし ， 193 J改 変形があり， fJ:指はほとんど桟側過剰指が切除されてい

l亡命形をみる.各奇形の症例数は友に示す通りである た 6秒IJは手以外の先天性奇形を介併していた.

令指症がもっとも多く 21例で 3-'1指問i密会が最多 多合f伝記は 3例で，このうち I例はfdo予の小指 P.J. P. 

で.i也の奇形との合併が多く，特に短指症との合併がも 関節lの尺側に Úll竹を合む采'状主主で下 l~ した過剰指をも

っとも多い 比較的稀な 3指節l!H行 symphala咋 15m ち，合指定と両足多合~ll:!å二を合併した例があり，他の 2

例は癒介した過剰JI:r指をもち迫伝関係は波山である.

表1. 米外忠者総数 (1l{J 29 . 6- 日目 3.~ . 6). 短指症は 7例で， 23 iffに短縮をみ，そのうち brachy.

2242l名 melacarp，aは 2例.1Ji1で， brachy-basophalangiaは 210J

合指症 21 多合指Iil:

JIす関節j拘縮 17 欠m古E

~t旨!iÎ: 15 巨tn症 2 

f1~ t旨 12 絞拒輪

Clas]>臥 Ilhul1lb 11 内反手 2 

Pollex rigidis 9 爪の変形 2 

~\H旨症 7 肘関節脱臼

検 ・尺骨総合症 6 裂 手

綬t旨症 全中下木梢欠品1

~~1娘指 Symphalangislll 

Arlhrogryposis 4 大胸筋拘縮

Madelung変形 4 鎖骨短少

蜘l事H旨 Knucle pads 

上肢先天性奇形，男 74名，女 70名.計 144名 (0.6%).

• J. Mizuoka， S. Horio， Y.Oniki， 11. ~'I alsu da ， F. Yamada， 
Y. Tanal叶 .

7mに brachy-.】1onoph川anglaと di'phalangiaをもつも

のは 2例 3mに， brachY-lllonophalangia を 1例 8指に

みて，特に l例においては向上下肢に brachyll1clacarpは

と brach)'metal2rsiaが合併していた.短縮指は 10.J"I 

カ月Jlで[1'子育の'¥'1端縁が閉鎖す.

欠指jJiは 310Jで，そのうち 2例は短指症および合指症

を合併し 1例は小指以外の指を欠き，裂手は I例で，

このほか外見上は欠指で，環指と[1'指が骨総合し，1-':大

指となった l 例があり ， 全 [~I 手'rlより末梢部を欠き手根

刊間癒合のある 1f7Uがみられた.

媛指旋は 3例で，2例はR妻子があり， s;'H旨の媛j:J，痕

助灼な I~m，母 J旨を除いた各指の波跡的な媛指の名 l 例

があった.

巨指症は 2例で，示指の部分的巨大症 l例，両側ぷの

巨大症と半側性巨大症並びに両足巨E止症を合併する l例

があった.
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Pollex rigiclis 9例， chaspecl lhumb 11例， ~lp.接指

4例，絞1Js輸 2例，肘関節の拘縮 17例で他の合併症を

伴い骨盤位，早産児が多い 屈指は 12例 arlhrogry-

pOSIS は4例にみられた.

憐尺'円癒介症はいずれも近位側癒合で 6例， symphal-

anglsm は合指症と合併したものを加え 2例， Maclelung 

変形ーl例，蜘妹指4例，そのうち水晶体脱臼のあるもの

は2例であった.内反手は 2例で，風車翼指を l伊lに，

爪の単独変形は 2例，肘関節脱ιiは 2{9JJで l例に手術を

施行し，鎖骨短小，大胸筋拘縮， knucle pacls各 l例を

経験した.

むすび

以上わが教室 6カ年間の上肢の光大佐奇形症 144伊IJ

について統計的観察を試みた.

追加 :室町長久(主主大)

我々もl誌近 Arachnoclaklylie 2例を終験したので迫

加する.

症例 1. 8 -tの友子は蜘妹子のほかに口益破裂， 斜

里1ft，漏ご|胸，Q， qz足，地図状gM~ ， (f.!{k り刈;を介{)~

症例 2_ 2才の男子で指E止奇形のほかに耳介奇形，九時

胸 o脚，扇平足，剣FiI下腿を合併.なお L~J方の家系よ

りする遺伝関係が証明された.

質問 :杉浦保犬(名大)

Svmphalallgism !主例について遺伝性は認められたか.

答 :水間二I!II(熊大)

Sympμhal，川g'凶smは2例であるが， 2例とも孜々がz溺

査したかぎりでは遺伝的関係は認められなかった.

答 杉浦保夫(名大)(水同氏の答に対し)

我々はすでに 1900年の始めに ClIshing，Drinkwalcr 

らによって発友されている常染色体性優性iH伝機式を示

す指関節強l立を symphalangisl1l (ClIsh i ng)として com-

plex abllorl1lalilyの部に合め， 遺伝性の認められな

い指関節強 l~(に対しては sy n c honclro s i s or sylloslosis 

01' J. P.(M. P.) joilllとして phalangealray abllol 川 llily

の部に合めてば別し，分類している.前者はきわめて荷

な奇形と考えられており，病{象，遺伝形式もJlo常に特徴

的であるので両おは区別した方がよいのではないかと考

える.

9. 千二郎の先)('111:奇形および骨格小変化の統計的観察*

杉浦保夫 J-. ITl iE 稲垣持幸 宅 捷之本

名古民大学整形外科教室

そ「ーの先大性奇形には種々なものがあるが，その名称，

分 ~ltは必す'しも確定されていないので，孜々は 1 11刊 1 32， 

ι1， l El Toの外科研究班設立以来日H3.)， 8， 31円までの

3年 3カ)j聞に来院した子の先天性奇形j，J・ 102例を再

検討して分知， 統計約観察を行ない， 一方 J~ として

metJiC Vaf1atlQlI については健康小学校児世 6，295名

本 本 s論文の l部は昭和 34年度 35年度文部省科学研究

l~第 9 1 J 2 号(近親婚調査による日本人の遺伝的研究)

のt豊島iJによる .

ホ・ Y. SlIgiura， T. Ueda， Y.lnagaki， K. MlIro 

の調査に基づいてその発表1頻度を知り得たので，外来.m
者数と対比して報告する

系統発生， ~1主(発生学的考慮:を加えた Schmicll の分

類を参照として 102症例を分類すればぷ 1のごとくで

ある.

多指，多合wは外米を訪れる手，足の奇形rl'もっとも

頻度の高いもので手には 30例，33指音flに認められた.

三谷， Neel，杉iltiらによれば日本人における発現頻度は

おおむね 10，ふと考えられる 合指は多指に比して数は

少なし手には 9例， 11指部であり， 発到底i度は O.1 

，...... 

← 



表1. 手の奇形症例の分類.

手部の先天性奇形および骨絡小変化 719-( 23 ) 

Numerical abnormality 

Polydactyly 

Axial row dysplasia 

Syndactyly 

Ectrodactyly 

Phalangeal ray abnormality 

Triphalangeal thumb 

Non-hereditary synostosis of the 
interphalangeal joint 

Metrical variation 

Arachnodactyly 

srachytelephalangy 

Brachymesophalangy 

Brachymetacarpy 

ホClinodactylywithout 
brachymesophalan gy 

Dystelephalangy (dystrophy) of the 
品[th-finger 

Foetal amputation 

Miscellalleolls 

Complex abnormality 

Acrocepha losyndactyl iSlll 

Symbrach ydacty lism 

Symphalallgism 
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--O. 2 0h~ と考えられる .
--j 

3指節f辻指は 3例で，症例 iは母指球形成不良，対立

運動不能で，他の 4指と類似の形態を示すに反し，五E例

→ 2， 3は末節骨骨端核異常とも考え得るもので， 機能的

に母指の特徴をよく保持しており，両者の所見は異なっ

ている.

指関節強直は比較的荷な奇形と考えられるが， 2伊lは

片側性の第 2-五指遠位指関節強直，他の 2例は両側性

の第 5指折関節強直で，後述の symphalangism(ClIsh-

ing) と異なり遺伝性は認められていない.

蜘張~状析は従来診断上の tlH処が明らかにされていない

が，我々は言|測仁明らかに桁骨， 中手'~1 が正常よりも細

長で，必ず拘縮を伴って外観上蜘ISit状を呈するものを記

載した.

短縮性変化の発射頻度は日本人においてはかなり高い

ものであるが，第 4凶短縮症(第 4[~1足骨短縮)を除い

ては外観上それほど悦形を示さず機能障害もないので，

外米を訪れるものはそのうちごく i部にすぎない.診断

に際してはも bろん発現部位を明確にして名称を付すべ

きで，いわゆる clinodactylyもほとんどが brachymeso-

phalangyによるものである. 発現頻度は第 5指中節骨

短縮，第 I指末節骨短縮，第 5中手骨短縮の)1闘で，第 4

中足骨短縮の頻度はさらに低い.女子は男子に比してい

ずれも高頻度である(表 2).

表 2.短指症.

a. 外来症例例.

郎{立

第 5指中節骨短縮

第 2指中節骨短縮

第 ]指末節骨短縮

第 4中手骨短縮

第 5中手骨短縮

第 4中足骨短縮

第 I中足骨短縮

第 3中足骨短縮

症例数

6 

2 

3 

2 

32 

b.学童調査による出現頻度.

出現頻度
部位

男子 女子

第 5t旨中節骨短縮 14.996 24.696 

第 1j旨末節骨短縮 1. 1 2.9 

第 5中手骨短縮 。 0.3 

第4中足骨短縮 。 O. 1 

第 2t旨中節骨短縮 。 O. 1 

Dystrophy of the日fthfinger (Thomas)等と呼称さ

れている第 5指末節骨異常'は欧米において現在まで 14

症例の報告があるにすぎないが，少なくとも日木におい

ては必ずしもきわめて稀なものでなく，学童調査でも 9

例を発見しており出現頻度は 1.59，ふと推定される. 我

々はこの変化に対し のstelephalangyo[ the fifth finger 

の名称を提HEし，brachymesophangyと同一範院に入る

variation とみなすべきと考えている.

Complex abnormality としてはまず培状頑と両手両

足の対称性合指を特徴とする acrocephalυsyndactylism

(Apert) 2タリカlある

片側性の第 2-5指の省明な中節骨短縮，その聞の皮

j菌性合指，隠忠側の媛小子をノヌし，しばしば同側の胸筋

欠損を伴う symbrachydactylislTl (Pol)は9例で， うち

3例に胸筋欠慣を認め，1例には乳房欠損，肋骨形成不

全をも認めた.

常染色体性慢性遺伝様式を示す指関節強直 sympha!an-

gism (ClIshing)はきわめて稀で， 城間氏の報告が本邦
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1 2 3 4 56789  
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IlIagaki (Cifu). Sugiura & Inagaki (Shizuoka) 

非常に恵まれており，これらを"午細に調査

検討すべきことは論をまたないが，クリニ

ックを訪ずれない多くの奇形，小変化が存

在するこ とを銘記すべきである.したがっ

てその実態，頻度を把搾するためには大集

問の整形外科的診察 x線検任がせ‘ひ必要

であり，我々の学童調資においても騒々の

知比をnることができ，その ill'~性を)，百感

した

図 1. Pcdigrees of ~r ll1 ph !J ll g i s lll . 

最初Jと思われるが， 我々は 2 家系を免~L， ffi!忠{iJ I"，を

診察した.すなわち侍と 2児，吋と l児であるが，その

変化はいずれもまったく酷似し，さらに家系内に多允し

ており 剖IIlplcM引，dcliallc101llill川 1のj立伝依よをコjミし

ていた (~I 1). 

考 按

クリニ γ クではきわめて柿な奇形を)t~Lする機会には

Abnormalityはそれがたとえ治療を要し

ない， 或いは治療不司能な millorabnor-

malil)'であっても， 奇形発生学的， 人知iS伝学的には

'i'Wなノj、1I交をうえるものであり， 各砲の 山リorabnor-

lIIalitvへの移行， 関連性を解明するいとぐちにもなる

ものであり ，<<m \1.された判定基徐のもとに~N1行部分につ

いての IE確なBψ|在と命名が行なわれなければならない.

このような許制汗1Mの記載例の多数ff~，iIによって始めて

ahnol川 alilyの大系の解明がなされるものと汚える.

1 0. 先ぷtl -J;j:指屈 f ~f変形について

山ト 弘 長谷川快湾 坪メ|リム光 三沿iI盗行水

名，.ti尾大学整形外科教室

乳幼児j切において認められる先天性I;}指屈IUI変形には，

1)指関節屈llilを示す lriggerlhumb と， 2)中手指節

関節屈曲を主徴とする congenital clasped lhulI1b とに

区別される

1. Trigger thumb 

本語:は，1) 母指末節の屈曲変形を量し，自主}j他動運

動ともに指関節完全伸展は制限され，2) lt子桁節関節

掌~IIJに長母指屈筋腿に小腰痛を触知し， 3) 付街他動的

伸展強制の際には中手指節関節は過伸展を示し，とき と

• H.Yamashila (議師)， K. Haseg‘I wa (講師)， H. Tsuboi， 
T. Miura. 

して ~tli椴現象を起こす.

J1~nu 30 1，:下 L) Jより昭和 35年 5月にいたるJgJ問にお

いて年令満 5才以下の本症例 96例 127指を経験した.

性別は男児 50名，女児 46名，恵、側別では右側 36例，

左側 29例，両側 31例で，成人の弾燦指に比して， l'可

側の症例が多くなっている.

年令別分布は l..jr未満 58例， 60.4%.そのうち 6カ

)i未満ーが 46例で 47.9% であ り，出生直後より生後 6

カ月以内に受診せる症例が圧倒的多数であること はnn
すべきである.今併症としては股内転筋拘縮，先天股脱

等を 31例に認めた. 治療法としては典担的定例に対 し



表1. DJ診ドIj1"1こ令別分布.

先天性i司指后:1凶変)t;

0-1 才 1カ月

2 カ月

3ヵJJ

4ヵ月

8力月

6ヵ月

7カ月

8カ)J

9ヵJJ

JOカ)J 

11 カn
12カ月

2 J 
3才

4才

5 _Jr 
，....可

「
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て観I1ll的に長r:]:j行届筋艇の靭帯性l段平if¥'および滑脱性院新'1

切開切除を実施した

手術所見 (1受11)にては長n指図筋院の'IJ子指節関節

部の靭帯性健制は弾力性を減じ， 肥!享をEF し ， 腿!には~

1後性腫脹および変色を認めた.組織学的検索'において腿

桁および腿には炎症所見を，¥{!e}_)ず 治療は F後を調査し

似た範凶において観血的療法がきわめて優秀な成績を挙

げた.

721-( 25 ) 

2. Congenital clasped thumb 

付指屈曲内転変形は pollexvarus， infants persistellt 

thul1lb-clutchecl hand， または congenilal c1aspecl 

lhul1lbと呼ばれている l) 母指は中予指節関節部に

おいて手掌への強度屈曲伎をとり ，2) 他動的過度運動

性を示し，自動仲展運動不能，3) 母街中手目'は外転{，'[

をとり，子関節は尺iWJを呈す(悶 2).

長近、可疾患、と思われる第 l例 5カ月男児両側，;:r~ 2伊1

8カ月児児両側，?n 3例8ヵ)']9，児左側，第4例 5.-t 9: 
児両側の 4例を経験した.

3 {ýIJ につき観血的に検しl~Þたところによればいずれも

長町折仲筋腿は正常にして，矩BH制中筋l随は前手?に比し

てjJ(小であり ，走1jが多少尺側に侃i位するごとく恩われ

た.また短母指屈筋腿に牽引力を}]uえるも仁IJf.1"lの外転

l乙作唱し，中手指関節の伸展は不能であった.よって短

「サ指仲筋艇の附着を多少末梢方向へ移動向定したーまた

::n ~ fylJにおいては Bj:指示指指間音fl皮牌鍛袋は緊張を/Jミ

図 2.

し，これに対しては Z形成術を併用実施した

後療法として elastic-webbingabcluclion splinlを装

fjせしめ経過観察lわにして術後 2カ月にて第 4例を除き

吋指自動伸展運動はわずかながら司能の徴候を示してい

る.

母指の伸展主要筋は長母J町中筋，短母jf，{申筋，長l手術

外転筋であり .孜々の経験によれば本症は White，LOOl1lis. 

らの提唱するごとく解剖学的にも機能的にも短母指仲筋
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健の形成不全に由来する f苦情屈曲内転変形と考えられ

る.

治療に関してはj;~f寺指伸筋腿の欠街に対しては同省-示

指イ中筋腿の腿移行術が適応と考えられるが，形成不全に

対しては長期間の伸展{TL[司定および理学的療法によって

母指伸展力の回復は期待できるものと考える

11.幼小児における tl包ger-thumbについて

福間敏雄 深 l~Ii 宏 山 11省次*

J?:郎大学警形外科教宅

いわゆる trigger-thumb と呼ばれる疾患は長時指屈

筋腿腿鞘の狭窄および挺自体の部分的肥厚により起こる

もので中年以後の交性に多く，ついで幼小児に見られる

ものといわれている，私たちは昭夜J25年より 34年に

わたる過玄 10年聞に京大整形外科を訪れた幼小児の

trigger-thum b 58例， 74指につき統計的考察を加える

とともに， 1部の遠隔成績を調査し得たので報告する.

症例

話:ザIJは 58例で，男 22例， /;( 36例と支性に多く，

標患指は右側 28例，左側 14例，両側 16例で，両側

性のもののかなり多いのが，成人の開発指に比し非常'に

特徴的である.受診時年令は生後 2カ月から 12才にお

よんでいるが，3才以下のものが大部分である また症

状の発現に気づいた時期は生下時より 5才までで lない

し3才ごろがもっとも多いようである. しかしながら大

部分の例では偶然の機会に発見されていること，一般に

乳児は母指を屈曲{立に保っていることが多いという 'F実

表1. 性別および左右別

右 側 左側両側IJ 計

男

女

10 

18 

22 

36 

3 

13 

計 28 16 58 J 4 

ホ T.Fukuka， H. Fukase， S. Yamaguchi. 

から，真の発病時期は病歴に示されたものよりもかなり

古い例が多いのではないかと恩われる 木症の発病原因

としては，なんらかの先天性素因を認めんとの考えが有

力であるが，私たちの症例においても発病前に母指外傷

の経験を有するものは l例のみであり，生後比較的早い

時期lに発病していること，両側性発病の多いこと等はこ

の見解を支持するよりどころとなるであろうと恩われ

る. また調査例中に姉妹に発生したもの l例があった

が，これもこの聞の関係を物語るものかも匁lれない. し

かしながら他の先天性奇形を合併するものは非常に少な

しわずかに syndaktyly1例， hydrocephalus 1例を

見るのみであった.

臨床症状

臨床症状は母指末節の屈曲位拘縮の形を示すものが非

常に多く ，成人の場合のように弾発症状を示すものは 8

例にすぎない.すなわち，患指末節は 90.-160・の屈曲

位をとり，屈曲は正常に可能であるが，自動他動ともこ

れ以上の伸展は不能であり ，無理に伸ばそうとすれば，

中手指節関節が亜脱臼位をとって過伸展するものが大部

分である.多くの例では中手指節関節部掌側に明らかに

硬し¥/J¥腫癒をふれ，母借運動によりこれが移動するのを

証明し得たものもある.

治療

本症に対する治療法としては，<ッサージ，f行運動練

習および伸展位冨IJ木固定等の保存的療法か，或いは鍵鞘

切開，健肥厚部の部分的切除等の観血的療法が行なわれ
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ており，放置しておいても自然治癒するものがかなりあ

るといわれている.私たちは初診時 46例 60指に保

存的療法を指示し，12例，14指に観的l的療法を施行し

たが，保存的療法不成功例中 2例， 3指にも後日手術的

療法を}J直行した.今回調査し得た遠隔成績は保存的療法

31例， 38指，観血的療法 11例，12指であるが， 保

存的療法指示例の治療成績は生後 6カ月以内の版年少例

を除いては過半数が蝉発症状を残し，或いは全く軽快せ

ず，満足しf.f}る結果は得られなかった.これは水症に疹

表 2. 遠隔成績 (1)保必的療法

¥ 年令 6ヵ 6ヵ I _ I ') ~ '1 _ A _ r;_ I.r. 

~， 月月 :2 ~' 3 ~手 i lF iJ手日計
¥ 以内 l年

全治
5 l 2 3 2 13 
(7 ) ( 1) (2) (3) (2) (16) 

軽快
3 3 l 8 

(1 ) (3) (3) (1 ) (8) 

不変
4 5 10 
(5 ) (8) (1 ) (14 ) 

計
6 4 9 9 l 2 31 
(8) (4) (10) (13) (1) (2) (38) 

註 カ γ コ内は指数.

表 3.遠隔成績 (2)観血的療法.

¥ 年令 6カ 6カ l¥叶阿 :1- 2--:3-:4- 5年三+
¥ 月月 ~~ ;;1 ..1-. {j:::- 2年 3年， 4年 5年 以 上 則

""，以内 1"i 

全治
3 5 1 2 11 
(3) (5) (2) (2) (12) 

軽快

不変

計
3 5 1 2 1 1 
(3) I (5) (2) (2) (12) 

註 カッコ I句は指数.

痛を伴なうことが少なく，日常生活における不自由をほ

とんど訴えないために，治療を中断したり，放置する例

が多いためと身えられ， 自然治癒はあまり期待できな

い.全治例においても 7'"Jサージは相当限気よく続ける

必要があったようで 1-2年を要 した症例もある.観

J位的療法による成績はきわめて良好で，調査した全例が

完全に治癒していた.手術法として私たちは中手指針I関

節郎掌側の級袋にそい 1.0-1.5cm の横切開を加え，

長吋借屈筋阪tt鍵，Y(riを切開し，必要によりl健肥j宇部の部分

的切除を行なっているが，遠隔成績より見れば，腿肥)事

部の切除は必ずしも必要でなく ， 要するに狭窄部を開

放し腿!の通過を可能ならしめれば十分であると考えられ

る.初期の手術例では縦方向の皮膚切開を加えていたた

め，この部分が指運動制限をきたすほどではないが軽い

椴痕拘縮をきたしているものがあったー後療法としては

手術翌日より母指の自他動運動を行なわしめ，術後 1週

間は夜間のみ仲j毘位副木直定を施行しているが，手術後

早期に私たちの監視下を離れたため，指運動練習をほと

んど行なわず，再び指運動制限と弾発症状をきたして後

療法としての 7 ッサージに数カ月を要したものがあっ

た.この症例から考えても，術後早期の指運動練習はき

わめて重要で，もし患児に自動運動の意欲がまったくな

く，母規もついこれに同調する場合には腿鞘切開部は再

び狭窄を起こし指運動制限をきたす危険性があり ，この

点から私たちは手術適応年令は 3-4才ごろと考えてい

る.

結語

以1:.58例の幼小児の lriggerthumbにおける統計的

考察および遠隔成績につき述べたが，手術的療法は常に

満足すべき成績を得るもので，手術に際しては皮j間切開

は横方向に加え，かつ術後できうるかぎり早期より円他

動運動練習を行なう必要がある ことを強調した.

ご指導，ご校|泊をいただいた恩師近藤鋭矢教慢に深く感剥する.
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12. /:J:1:守3指節茄:の治!検例

I!S角点Aif

厚弓 rlJ央病院特形外科

1863句 Struthersによって初めて心|まされた吋桁 3

指節症の版行は， I}日欧で数 lO伊I!，本邦でもわずかに 13

例を数えるに過ぎない 我々は 10才の失児で鉛本の但

持に不{Riであるというこ]=_，訴で米院した I~Jを経験し子術

によりほぼ満足すべき結県を得た.

症例

足~ !ぎは同胞 l人[11の1!f11子であり，父視のf，ljjrJ:~flがパ

チ状に定形しているほかは特に家系羽ftで本1，1::のiC!伝関

係を認めなかった l'可ほ指は IE常より調fIくかっ長くほぼ

示指 111 í'!↑ï Lj]~の尚さに達し， コk節は約 ['50 ' 回 IMIかっ尺

OIIJに!I"i位して，1時岐に内方に捻れ， !fu{!}J的可動域主'J:~ O。で

図 1.

自主}]j1j!動不能 !号指球の萎縮，紋指輪等なく i手指紋袋は

:R，HI'C認められた.x線検査では悶 1のごとくりjらかに

付指の 3指節を認めた.末節は他指のそれよりもやや短

くLjl問指節は般状を呈し川端に関節l箇および近位端に不

完全な Epiphyseを布す.また向上己にも第lWlC木節lの 2

分出:1'1'状変形と，第 1，第 2 中足利聞の j主部に lþ足'l~ 間

f?を認めた-4(1，1::例に対し， ll't習指節の速位23を検状

に切除しキノレシュナー銅線開定による木節との癒合を行

なった l政処置は特に行なわなかった.術後 l年半では

なお向付指は幾分長いが，その運動性、~ぴに形態はほぼ

満足すべき状態にあった.x線検査で末節および中間指

* ~L Nishikado， H. Nishi. 

回 u、 jl::ド

国立東京第一!I:.)院IYそj彰外科

節の El'iph)'seは閉鎖し，両首の'11'癒台は良好にしてほ

ほ疋常なるぷ節の形態を整えていた([実I2) 

考案並びに結語

本症の成凶l乙|刻してはなお定説をみないが，fl]!々の段

階に允有した注例を発生学的にまた比較解宮IJ'、主的に考察

すれば，正常n指の発育の問題をある程度解明できるも

のと尽えられ Ilí くから ~ρ戸者により研究械告されて

いる. 主なj点閃論にはドH旨の欠除に{半う耳、怖の'IJ:復説

(Fochmislhal)， 2 jI'I;H行からの移行説 (1Ia<ls，Lapidus)， 

および今 I1もっともi]¥認、せられている I'alingcnclischc 

Erscheinullgとみる説 (Pol. Dullcr)等がある 迫伝

図 2.

傾向はきわめて泌!日で，特に第 l子に多いといわれてお

り， -4.，:例も節 l千の交児であった l-lilgenrci川1'-河村

らの分類によれば，ノド例は A-Gruppe，1ITypusに属す

といえる 従来行なわれきた本症の手術的治療は大万，

中間指針jの摘出とそれに伴う腿および皮府成形術であっ

たが，孜々は本11Eの成因自成長(手討すに伴う'同端線閉

鎖)および腿の兵常などに考慮を払い，皮膚および腿に

佼嬰を加えることなし前述のごとき手術を行ないほぽ

満足すべき結来をi.;Jた.話i&-はft指3t旨節症の治療成績

に関する文献を渉猟し 1~j.なかったので 1 {7'IJではあるが，

ここにいささか文献的汚察を加えて治験例を報告した.
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手術法1 2重母指の13. 

敏夫*林勉小 谷

m 

同級の所見を呈していたので同様の手術法を行ない良好

な結果を得た

第 2例.17才，女.右第 2指合多E止症.演者の第 l例

と同様の所見を呈す.同様の手術を施行.良結果を得た.

第 3例.54才1女.右 2重母指に対し上述と異なれる

1手術法施行，好結果を得た.

ー⑧ー

1. 図

Flexor 

Extensor 

I 

大阪市立大学整形外科教室

Design. 

指の先天的奇形のなかで，2重FH行は決して多くはな

いが，程度の軽いものは放置され目立ったものは不適当

な形成手術がなされてきた. 我々はわずか 2例である

が，合理的な術式により，外観 tも機能的にも満足すべ

き結果を得たので報告する.

術式

Cloquetが紹介した方法であり，分岐している指骨末

節のそれぞれ内側半分をくさび担に，軟部組織ともども

切除する. くびれた指先および爪の奇形を正しく形成す

ることと，縫合に際して無理なく被涜できるように切除

量を慎重に決定すべきである.また骨切りに際しては屈

伸筋腿の附着部を損傷しないことと， 1. P. 関節面の整

合をはかるように細心の繰作がのぞましい.同骨片のl，¥:]

定には基if!iに K-wire を車IJ入し， 爪および軟部を確実

に縫合するだけで十分であり ， 1. P.関節の整合もよく

保たれる. 術後のギプス国定， 高IJ木の使用などは不必

要であり 3週間目より K-wireをのこしたまま l.P. 

関節の自動運動を開始し 6週で K-wire を抜去す

る.

症例

31才』王子および L}-j，z子. ともに母指先端はくびれ

て巾広く(右および左)， 他の四肢には認むべき奇形は

なく ，家族燃も特記すべき事項はない X線像は第 1例

では末節はほぼ同形同大の分岐を示し， 1. P.関節は末

布1)側関節面がやや広い.第 2例は末節は 2つの遊離した

十i片よりなり I.P.関節厄lは共有している.機能的に

はともに異常はない.

前述のごとき術式により手術を行ない，それぞれ外観

上からも機能的にも良好な結果を得た.

なお中継部指骨からの分岐による 2つの 1.P. 関節を

もつものに対しても同じゃ!:j式が適用されると思うが，我

我には経験がない.

追加 ;杉浦康彦 (東大)

第 1例.9才，女.右母指末節が演者の第 2例とほぼ

ゴ

』

』

• T. Kotani， T. Hayashi. 
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杉浦LlJ彦*結阿部完圭李J'[ J言(_r手弥

京五L大学笹]杉外科教室

にTi何を受けた荷はほとんど植j支なしの値線皮切で，こ

れらの大部分は昭和 30年以前に行なわれた定例であ

り，また年以児で手術を受けている苫は昭和 301，干.以後

の例で山砲皮切てe植皮をしている者が多くなっている.

以上の症例について術後 6カ月から 16年6カ月にわ

たって起きてきた変形，特に斜指，屈l泊拘縮， /1<カキ再

形成，捻転について友 4のような判定規準を設け，各市E

例を I才以下 2才ーから 6才まで 7才以|この 3群に分

けて調べてみた.

表 3.r術方法.

111 ll'! il.J 線
皮切符

int イミm! 向ftl'I.I!Z 

A
H
V

A

H
V

A

H
u

n

H
u

'

E

A

a

a
且

n
H
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戸、。

0
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1
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5
 

1
i
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4
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a
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1

q

4

d

q《
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hυ

9

b
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0

0

1

5

3
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1

』

。，“

T術
l時'1:令

。-3ヵJj

4-6カ月

7カ月 -1'1二

2 -3 ij: 

4-6年

7 -15司ー

16- 以上

計

我々は昭仇123 年以来，京大整形を受診せる1'，-1町i~ の

うち，後天性合1:J症たとえば熱傷，外傷等による椴痕性

合111症，また先天性のうちでも多合指泥を除外した純粋

な先天性合指症のみ 62人をえらび，指間数 103，指数

194症例について手術後の結果を調査し，とれに対する

;{~Tの知見を得ることができたので報告する .

対象とした症例の内訳は表 1のごとくで，これらの航

例のうち，手術を受けた者の合指程度別に償問数を分け

てみると表 2のように 103例中， 約半数が遠位指什間

関節 (D.l.P. ) まで合指せるものであり， f1性合折の

沼は約 6% でかつ多合指を除くなんらかの奇形を合併

せる古が約 39宅であった.

行なわれた手術方法について見ると表 3のごとく幼時

表1.

総人数

(63 96) 

(37 96) 

(60 %) 

(40 %) 

103 (桁l回数)総( 4 %) 

(24 %) 

(54 %) 

(18 Q6) 

表 4.判定規司1;・
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l伝斜指[J[l世l

表 2 被丁一{向指|間合指程度

ー

l
匡
下
ト
ト
L
l
e

1) 斜指変形について

年長グループほど斜指変形が少なく ，また同年代でも

山型皮切で植皮を加えた者ほど変形が少ない(悶 1a) 

2) 屈曲拘縮について

斜指変形とほぼ同様なことがいえるが，ただ年長のグ

ノレーフ。の方が変形の程度が粍い傾向にある ml1 b). 

( 3 %) 

(51 %) 

(20 %) 

(23 %) 

( 3 %) 

3 

52 

21 

24 

3 

103 

6 

P.l. P. まで介指せるもの

D.1. P. '1 

D.P. '1 

Tip ゲ

不明

総数

慢性合宿せるもの ( 6 %) 

ホT.Onizuka， K. Ri. 1. Abe. Y. Sugiura. 
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山直山直山

先天性合指症手術後の変形

寸

LU 直1[1 iι リI[(， 山直

図 1a.斜指変形.

山直LlI l在
村 +

+十

ート

世

100 

75 

50 

25 

こ
F
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ハ

t
-J 

。
7オ以」

つてなされてきたが，いずれも満足すべき結果が得られ

なかった 1943年 Croninが皮膚切開としては zlg-zag

incision が良いことを発表して以来多くの追試がなさ

れ，いずれも良成績が報告されている.我々が調べた結

呆でも，植皮を})[[えた山型皮切線で手術を行なった方が

良成績であった.

手術好適年令に関しては，Bunnelは 5才内外 Ger-

lllan らは 6-7才，Blackfield らは 4-6才，Cron in 

らは 1才などとさまざまであるが， 骨性合指， [ibrous 

union，その他変形を起こす諸要因がある場合は早期に

すべきだという点では，ほぽ一致している.我々の臨床成

績から見ると年長のグループほど良成績であり，また 1

才未満のガ舟三者では手術が非常に困難であることなどか

ら，できるだけ年長になってから手術を行なう方が良い

と考えられる.ただ合指以外に生直後より斜指や屈l出変

形がすでにあり，経過観察中変形の増強が認められるよ

うな場合にはやはり早期に手術すべきであろう.

。-1寸 2-6.1

図 1d.捻転変形.図 1c. 水かき再形成.

3) 水カキ再形成について

年長のクツレープほど再形成が少ない傾向にある 年少

児では軽度ながら大部分の症例にわたって水カキ再形成

がみられ，特に植皮の有無が水カキ再形成に多大な影響

をおよぽしている(図 1c). 

4) 捻転変形について

他の変形ほどには手術方法による影響を見出せなかっ

た.

5) 骨成長障害について

合指出現頻度が 3-4指にもっとも多かったので特に

これらの指についてX線フィルム上の計測値を考察して

みたがあまり大きな差は認められなかった.ただ 5才以

下においては長径の方に明らかに成長障害が認められ，

各指骨長の平均値についてみると患指骨の発育が不均等

であることが認められるが，横径については有志の差は

なかった(図 2a，b，c).

合指症に対する治療は 1800年代から幾多の先人によ



8月1961年

T

O円

u') 

、J
'

¥

'

¥

lL
 

¥，
J

へγ
、‘.，，
a
k

山
間
』

ι14ち
め
¥
ド

i
4

町、
ι
J
川

γ
、‘

.
1

1
1
 

認
邑

l
ι
Q

科外芳三

可

申

【

u') 

整

、、，

iι

、、、

ー

、.町

、

、

、

、、、，，
f
'
'
k

-

-

、(
、

山
口
筆

、〆
、
¥、、!

、
¥
，..
 、

・1
5
i
n
i
-
-』
い

v

，
ー‘

i
l

、-

i
h

、ー
‘.‘
‘ー

巻 12・号 9728ー(32 ) 

掠
〉-
ー
ι
2

d

N
図

u') 

6 
k 

rHJL 
i...¥ ~型引、、、. 
‘・LlV 
1 、
(¥ 

泊
三
=

L

Q

.占

N

図

~
。【

u') 

言
一
封

一
一
革
製

<..， 
7、、‘
』 1

I 、、、、，、，ー

結
-ロ
l
仏
冨

o o 
H o o 

H e ~ 

特
昨日

o 
【

ぱ3

“ 
¥1ヨ

" ~ =2 ~) ，、，一 、
"，. 
一、 1、ー 』、、、

、、、、，
万
'.i... 、、、、、

¥ ¥ 、、
、ー、、‘、、

血『
己

L
L

「
』

d
N
図ゆ

で

凶
【

u') 

o 
【

三己 ミ己

主主 主今

‘‘、
l
晴、

，
、
‘
.
¥、

也

事

¥
J
E
K¥
¥

¥
¥
Jv''下、

、、、‘、
、、、、、、
ー

Y~ 
} 

血コ
=
!
ιι

o o -5ミo 
"" E 



l)ij腕および手骨骨折の統計 729-( 33 ) 
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15. 前腕および手件付折の統社的観察

菅川郎 岡崎山1雄*

;f;-子医科大学整形外科教室

我々はH百如 31年より 4年間当教室において倣った前

腕を合む手骨骨折患者 257名について統計した. 特に

手目・刊折およびいわゆる突出にfi{志した

調査成績並びに考察

sl{和 31年より 4年間の前腕および予何11折患者は，

表 lのごとく 257名である 男女の比は Bruns，佐々

木らによる一般11折とほぼ|己l率で，性日IJにおいては特殊

性が認められないことを示している.年令別頻度におい

ては II才より 20才に至る年令屑が 29.9% を示し最

両で年令地!JUに伴い減少し他の部位の刊・折統計でポされ

るよりも若勾屑にそのピークをぬーしている.左右目IJ頻度

では左側が 5.80百多い.しかし大学病院一般病院での統

表 1. 骨折部位別延発生数比数.

1守 月 中 段いわ
機 八

状状付ノJ'; cjl 環小子 尺 ゆ る
背弓'

骨 11 骨 骨突J旨

31年 3 6 6 9 8 J 20 4 13 13 

32"1ミ 1 3 6 13 8 9 10 15 8 13 8 

33年 1 8 3 5 5 3 4 12 2 8 8 

34-1ド 2 1 4 1 4 4 13 10 6 2 

計 1 1 16 16 28 23 24 19 60 24 40 31 

傘 ::¥.SlIga， M. Okazak;. 

Jでは右側に多く ，孜々の結果はむしろ福慶，所らの工

場災~I{-の統計と類似している

しかして予13什折忠和は延 128例で機械によるどさき

込まれ，および強!Eか全体の 28.4% を占める.

このことは諸家の統計による全身什折の原閃分類11刷、I

数
80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

。

一『戸ー 総 数

ー一ー_.~1 

ーー+ ー- -/.( 

o 11 21 31 41 51 61 71 
1 1 1 1 1 ¥ ¥ ¥ 
10 20 30 40 50 60 70 80 

年令

図1.年令別および性月IJ頻度.
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と異なり手旬干i折の特異性を認める.また当地方のごと

き農業地域にも機械使用の場合が多く ，このことが機械

による負傷率を高めたと思う.指骨骨折発生iJ;i'j皮は 3，

3，4， 1， 2指のl煩であるが，手根'円は l例を比るに過ぎな

い.このうち開放性骨折 34例，腿損傷を H 例に:認め

る.観l但的整1美術，1健形成術など施行例は治療JJ.lJ間 1カ

)j以 1:を要一し，その全例に後退犯として逮[!lVJ降古をE認め

ており，中には!健形成術反li行後 1年 2カ月を経，かろう

35 33 

30 

25 

21 

20 

15 

10 

5 

。
転 巻圧狭機

通交事故
n 子} そ 司;

き 械 σ〉
伊l こお に 唱さ 物 他 J羊

まよよ
ilぴ る

図 2.i旨骨，中手骨および手恨胃骨折の!京肉.

じ.(200

の運動症を得た症例もあり， このような統計七

の結果は軟部損傷を伴った手骨什折に対し，観血的治波

法が運動障吉を去明に残りやすいことを示している.し

かし欣部損傷のないもの，腿断裂不明のもの，非観血的

整復可能のもの，賠f裂骨折等で保存的療法を行ーなったj，E

例などの結果は比絞的良好である.すなわち手術療法に

比し後遺症の経減，治療期間の短縮等保存的療法の有利

性がうかがわれる.またさらに戎々はいわゆる突指につ

いて統社的観察を試みた 3l年より 31年までの突指

患者は 31例で原凶は球技による場合が圧倒的多症数を

占める. このうち手術療法は 6.496であるが，後退皆

無の症例は似存的療法胞行したうちの 9例にすぎず後iH

症では運動障害を残す例がもっとも多く ，治療 1カ月以

上を愛ーした 6例中 4{0Jに'Vl'折を， 1例にj陸断裂を見る.

X線ヒ骨折を認めぬが， 骨萎縮f象， 関節周囲に1~]腫状透

明像，骨膜性反応を/J'す主主例も認められ，このような場

合 1カ月以七治療し，なお運動障害，JDIB長などを有し，

受傷までただちに 2週間のギプス固定 2カ月 7 ッサージ

施行例でも変形，屈曲不能などの障害を見た例もあり，

突指患者が初期に自己療法を施行，後に後遺症を訴え来

院するととも多く， 1カ月以上の放置は治療効果が期待

できない.またJru!断裂も終々 しく手術を行なうべきでは

なく ，突指には早期の非観l血的牽引整復|司定が後退痕を

残さぬ重要な要素となっていると身える.

16. 11次部損傷をともなう 指吋甘折について

納 ~'f 侭 僚d室、!点樹本

札幌医科大学悠形外科教室

近年産業およびスポーツの隆盛にともない指の損傷も

増加している.指の損傷は日常生活および職場復帰とい

う点からも重要な問題であるが，我々は指'1)"月折につい

てそれを被覆する軟部組織の状態を主眼として観察した

ホ A.HOSOIIO， 1'1'1. Saito. 

成績を報告する.

調査の対象は 19:>9年 4月より 9月までに経験された

指1}/~ 折 98 例のうち， 経時的観察を行ないえた 30 指

である.

指の軟部損傷をJ宅傷とi世創とに分け，さらにそのおの

おのを程度により作傷(+)，(件)，挫創 (T)，(+十)，
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軟i郭指fj)jをともなう指骨骨折 .31-( 35 ) 

(十件)に分け観察した.

t旨骨骨折に対し行なわれた治療法は副子回定，ギプス

固定，Kirschner鋼線による観的l的|剖定の 3者である

4次郎損傷の程度と'11'が強固になるまでの期間は臨床的

には 3-4週を要するものがもっとも多く ， 五-7 週ま

でがこれに続いている.

X線的IC癒合するまでの期間は .1-.)週を要するもの

が多いが 6-10週を要するものも認められる.

骨折部位と骨癒合との関係，および骨折の葎類と竹癒

合との関係は判然とした差は認められない.

転位の程度と什癒合との関係は転(~!.の程度が強いもの

に丹癒合の遅延が認められる.

つぎに機能障害を指の運動性により， 円常生活に不便

'" 

症例 2. 38才，男，左環指末節骨折および挫創で骨折

部の最小血管の不規則性と周囲の淡影像が認められる.

さて指骨骨折の固定期聞について sunnell は 3-4

週，Enclerは 4-5週が適当といい.との時期lではX線

的に仮骨形成が著砂jではないが，臨床的には十分強悶で

それ以ヒの閣定の必要は認めないと述べている， また

Hainz1 は指骨骨折の固定は 4週以内に留めるべきで，

それ以七の固定は強直の発生をきたすので不必要と述

べ x線的に'11"折部が強悶とならなくても 4週ですべて

図1. l7才，男，右母指Adir1骨折. 図 2.38才，男，左環指末節骨折

をj感じないもの，やや不便なもの，非常に不便なものに の指骨骨折は十分強固で転位を生じないと述べている.

分ち，それぞれ経度，中等度，高度の機能障害とレ|次部 また Nemethiは手の機能陣容は l次的に神経支配の断

損傷との関係、をみる と，軟部損傷が両度なほど機能障害 裂，血管障害，局所の栄養低下があり，これらに続いて

が高度なことが知られる. 浮腫が生じ，関節内の竣液性線維性のi参出液の出現とな

固定期間と機能障害fとの関係は凶定期間が長いほど機 り，側副籾帯の短縮，関節裂の肥厚が生じ，骨萎縮，筋

能障害が高度になっている. 萎縮がそれにともない，非可逆的な反応となることをあ

軟部損傷の程度を知る一助にI血管造影を行なった.造 げ，受傷早期に Kirschner銅線による観曲[[11pin [1;J~ 

影剤と して 70% ピラセ トン 15-20ccを用いた. を推奨し， 術後外固定を要せず，早期運動が可能で， 仁

症例 1，17 才， 男， 右母指末節1'1"折および掛倉IJで'I~ 折 述の機能障害はさけられ， x線的に 4-6週で'百癒合が

音[1に優先して造影剤が達し，動脈倣の不規則な拡張像が 認められる と強調している.

認められる・ 我々 の症例においても保停的療法で'f'l"癒fTが認められ
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ず， Kirschl1er銅線回定で'¥!J総合をみた例があるが i歓

部損傷の程度が強いものでは早期運動を心掛けても竹癒

介の遅征から同定を延長せざるをえない場合があり .'1次

部損傷の程度が骨折治癒，ひいては指の機能障害に重要

な閃チとなっていることが知られる.

17. 千の舟状廿什折について

JEt山 子 山木正次 必丸材i 村4谷敏犬ヰ

名古屋大学整形外科教室

本 J~;においては比較的所な JJ:j 状'i'j"i']-iJí の 7 例を終験 められ，子に}Jが入らないことを冴えるものが多い.手

しその 3例に矧/(/1的治療をわなってほぼ満足すべて治 関節運動は特に庁屈および続屈が汗l引に制限せられてい

療JlX紡をMた. る.

症 ~ x線所見.骨折部位は中央部のものが大多数を占め近

杭例はすべて隙旧例で.年令は 15才ーより 27 ずにお 山 1/3部，結節部のものは各 l例である Fragmel1la-

よび 4例はスポーツi握手であってその 317IJは競技rl'に t'OI1は令例に認められ. また'円折，'rllの陰影稀i~/. ， 嚢)泡

受(おしている 受傷i時のず関節肢位は背屈似のものが 化の所見を呈するものは3{同lであった.なお宕切な外傷

多しそ傷後舟状'I'}/~ 折の診断を受けるまでの平均経過 性子関節炎の像は 1例も泌められなかった.

年月は J7 カ凡である. 下i本j所見 5伊lにXtし矧凶l的治療を行なった. 症例

初診n寺臨床所見怠部の五JHi)Jjiijおよびl巨桁は全例に認 2， 3 において i将司 I 肉 nu的に'il l"l の色，UIiI異常を J~:2め，な

表1. 自験勉例.

自巨 ↑生年 令 職業
受似"寺の腕関節肢位および綴rr: 受傷より診断 受傷より手術

伊l ))IJ (受傷時) li忠似11 (スポ_';;) まで まで

l 15 1.: (里f 球)
門前lbt(MにTをついてい)

て後 )jより拘lされた
1 "1: 11 ヵ月 2 "j'. 1カ}J 

2 iζ 17 1，匂 fJj結T
背刷 I '1: 6ヵ月 l勾 /0 カ月

(ノミレーボール) 競技中

3 ~5 右
学吐 背附(バレーボール 1 iド 8 カ)J 1 1，下 9カ月

(バレーボーノレ) 競技'1'

4 95 1i 右
学 生 1-'f凪位(鞍よf~跳躍 l時) 3 ヵjJ 4 カ月
(陸上)

')J 2S 右 左 'I~ :';t屈イ立(1弟子から転落) 2 {I'. 6ヵ月 2 i手 6 ヵ月

6 '.f5 27 右 会れl1 不明(交 通ιJJ故) 12カ月 /'" 
(自動曜の工ンジンの)

7 t足 21 ;{j 会社11 不 明 クランクを処!してい 2 カ月 /'" 
て手がすべって捻転

本 T.Take)'arna. _¥1. Aoki. T. .¥1alslltllaru， T. l¥fasulanI. 
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j，f I7IJ 1. 症例 2. 症例 3.

症例 4. 症例 5. 症例 6. 症例 7.

図1. 初診時 X線所見.

かんずく症例 3は1計局色粘凋の関節液の流出と1J片の宕

切!な異常可動性を認めた.皮切は多く背側より加え，骨

折面の新鮮化は強~~lな結合織性癒若を認めた症例 I を除

く全例l乞実hfuした.什穿孔体Iを単独に施行したのは 1例

のみで，他はすべて何移植術を1jなった.術後のギプス

およびシーネによる同定期間は平均 7週である

組織学的所見 ・術1[12例において骨折部より標本を採

取した.骨組織は吸収状で l部変性 -域死に傾き，結合

織成分は憎加して，中に[[[11苦l隆治生せるを認め 1部は

軟骨絞となっており，仮関節の所見を E色している.

予後 ー経過観察μJ能であった 3例について見ると，穿

孔術のみを施行し，術後ギプス邑I定を行なわなかった症

例 2にわすeかな運動制限を認めるほかはいずれも経過良

好であって， X *J~所見も症例 1 では完全な骨性癒oを認

症例 1. 1年 7カ月 . 症例 2.1年 5カ月.

図 2.術後 X線所見.

症例 3.4カ月 .
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めてし、る.

考按

1}折の発生機転についてはつぎのごとく考えられる.

すなわち手関節を背屈するとき，舟状'円近位 1/2部はと

市lより検'庁遠位端に被覆せられた形となるが，この状態

で手をつくと，まず遠位端の結節部に{町供が加わり ，その

さい縫f}上縁および茎状突起がテコの:JZ.点となって背面

より舟状'円'It央部を圧迫し，同部に嬰J断力となって作用

するものと宥えられる.また掌屈検屈を強制された場合

は上記の逆の現象が起こるものと推定されよう さらに

本丹折が選延治癒に陥りやすい要因の第 lは，舟状旬が

近(¥I手恨列中j長大のものであって，手関節運動なかんす'

くfl[リ万運動において常時骨折部への!王J)JがjJ日わること，

~'n 2にこれが関節笈内骨折であって近山什片の無腐性域i

YEに陥りやすいことが考えられ， さらに McLaughrin

の抱自首せるごとく骨折部が常時関節波により洗われてい

る点も，樗えられよう.

A~什折の治療に関しては新鮮例で転[立の怪度のものに

対しては機能的良肢位ギプス固定が用いられ，治療成績

も優秀であるが，陳旧例に対しては古来幾多の手術法が

提唱されており，綜合すれば近位骨片が 1/3以上の大い

さを有し，高度の無腐性壊死に陥らず，また手関節炎の

併~も見ない症例に対しては長袖への干j 移値術がi改良ω

方法であるとされ，また近位骨片の大いさが 1/5以下の

もの， また1r民腐性壊死高度の症例には摘出術が，さらに

I::j J支の子関節炎の併発を見る場合は手関節固定術がおの

おの.i@応として考慮されねばならない.このほかに Mc-

Laughlinの提山せるネジ固定法も， 術後のギフ。ス国定

を~せず， また必ずしも骨性癒合の起こることを必安と

しない点より用いらるべき方法と考えられる.

我々のわずかな経験においても，情移植(il:jを施行せる

症例には術後の同定期間が比較的短いにもかかわらず良

好な治療成絞を得ており ，その適応があれば試みるべき

千術訟であると考える.

18. 厄if訪韓創傷の 2 次 (I/~修復の術後経過

i位卜 陛 哉 赤松禿ノた F

岡山大学楚j彰外科教室

我々の教室では過去 5年の聞に， 手のitu筋j路損傷 58

例の 2次的修復を行なったが，このたびその術後経過を

謝貸し， 48 例， 105 指の成績を種々なLffiから分析して

みた

これらの症例を全体的に眺めると，受傷後主主々のとこ

ろで 2次的な処置を行なうまでに，かなりのl侍日を経過

しているものが多く 1カ年以上を経過したものが 40

%を占めている. また受傷部位では criticalzoneとも

呼ばれるいわゆる Noman's landでの釘傷例が 30%

を占めている.

• K. Tsuge， (助教授)， ]-[. Akamatsl1 

屈筋民n三(，Iijの成績を評価する方法としては，従来陀々

な方法ーが々定されているが司 ここでは BoyesらのZ判IHi

法に習い，f引長についてはその指関節の自!lYJ的な最大屈

曲角を測定し， 指では finger tip と distal palmar 

creaseとの距離を最大屈曲位において測定し，さらに母

指の測定他については正常な母指の指関節の最大屈曲角

を 80。と仮定して， 80. I'C対する測定値の百分比を求

めた. 成総の評価は， これらの測定値について指では

Ocm-2. Scrn以下を good，3. 5cm -5. Ocrn以下を fair， 

5. OCIll -7. 5cm以下を poor，7.5cm以とを failurc と

し，母指では 100%-75%以上を good，75% -50% 以

上を fair，50% -23%以上をpoor，2.~ % 以下を fa il ure 



るが，いま損傷部位を Noman's land およびそのり

指の相当部と，それ以外の部位とに分けて成絞を比較し

てみると，母指 ・指ともに，かえってこの criticalzone 

でのものの方が成績が良いという結果になっている(悶

2 ). 

このことは前述の術前状況の如何の問題と大きな関連

があるものと考えられる. すなわち受傷部位が No

man's land外のものは， 全体の 70% を占めていてtJi

度が高く，しかも損傷範囲が広くかっ深く，ために創の

1期癒合が遅れ，綴痕・拘縮・関節強直 ・神経損傷によ

る栄養の悪化等々をきたしやすい例が多数みられたが，

他方 Noman's land内のものは指 l本が単独に損傷さ

れ，しかしガラスが突きささって艇のみが断裂したとい

うがごとき単純な原因によるものが多かったためと思わ

れる.母指では No lllan's land相当部のものはすべて

ガラスか刃物による単純な損傷であり，術前状況が良好

なもののみであったことからも，術後成績の良いことが

うなずける.しかし wrist，前腕の腿煩傷の!求総は決し

て良いものではなく Noman's land とともに注同する

必要があると考える.

つぎに受傷直後の 1次処置如何が成績にどのような影

響をおよぼすかを調査してみると，結果のみについて論

ずれば，受傷後皮膚のみの処置を行ない，艇には手をつ

けなかったものの方が成績が良い.すなわち 1次的な処

置を施すに際して，原因の種類，損傷の程度，部1，1.の如

何などを考慮することなく，適応を無視した腿縫合を行

なっている例がしばしば見受けられ，手術の手投の問題

と相まって l次鍵縫合を失敗に終らせ，さらに 2次的修

復の成績をも懇くする結果となるもののようである.

1次的な処置を行なうに際して，まず見逃すことので

きないのは受傷原因であり，因みに我々の症例を受傷1171

因別に分類してみると， 成績の良くないものには， 挫

傷 ・電撃・開放'月折等が多く，成績の良いものはガラス

傷が圧倒的に多い.

また我々の症例には 1カ年以上を経過した陳旧例が多

いことは，前述した通りであるが， 1次処置が失敗した

場合，これを放置する矧閣が長くなれば，それだけ l次

処置の術岩IJの搬痕なども杷まって， 術前状況を悪化さ

せ， 2次修復を困難なものにすることは明らかであり 司

我々の調査でも受傷後 1カ月以内であって 2次的腿縫合

を行なったものは，その 7例のすべてが goodの成績を

得ていることを附記する.

最後に，我々の症例を術後 3年以上経過したものや令

最近に行なって経過の短いもの等に分けて比較してみた

735-( 39 ) 屈筋腿損傷の 2次的修復の術後経過

20胃

とした.

我々の行なった 2次的修復では腿移植を行なったもの

が cJ 7 指，取~縫合を行なったものが 55 指， その他が 3

指であるが，縫合群と移植群の 2群の成績を比較してみ

ると，図 1に見られるごとく，腿縫合を行なったものの

方が成績が良<，特に母指の縫合群では然りである.

この事実は健縫合を行なった症例の大部分が比較的受

傷後の経過の浅いもので，術前状況の良好なものが多か

ったことに原因している.

すなわち術前の指の状態を綴痕の多いもの，関節強直

をきたしているもの，神経損傷を合併しているもの，他

指にも腿損傷があるもの，状態の良好なもの等に分類し

て成総を比絞してみると，術前状況の良好なものは 2次

的修復後の成績もよいことが明白となった.

前述の母指の鍵縫合群では 9例中 8例までが術前状況

の良好なものに属している.一方，術前状況が良好であ

るもののみの I群について移植群と縫合群との成績を比

較すると，有意の差は見られないことから，腿移植と由主

縫合との間には手術手技としての優劣はこの成絞調査の

結果に関するl浪り大差はないといえよう.

つぎに NollIan's land 内での損傷の点、についてであ

60 

P 

/ ， 
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図1. 2次的修復の!車紋.
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図 3.我々の成績の推移.

が 6カ月以上 3年以内のものがもっとも良い成績を示

しており 3年以前に行なったものの方がやや成績が惑

いという結果を示しており ，これはある程度我々の手術

成績が改善されてきていることを示しているものと思わ

れる(悶 3). 

質問 :河野左宙 (新大)

調査の結果，新鮮屈筋腿J員傷には手をつけなかったも

のの方が良かったとのことであるが，それでは新鮮傷に

はいかに対処すべきであるとお考えですか.

答 :赤松秀夫 (岡大)

新鮮創に全然手をつけないのではなし適応を選び適

確な手投をもって処置すれば，もちろん I次的修復の方

が結果もよろしく ，また治療滞j聞が短縮されることでは

あるし，好ましいものである.

追加 :W下健哉 (岡大)

ただいま演者も申しましたが，我々は受傷直後の処置

が如何に予後に大切であるか， 2次的に種々努力しで

も，もはや良好な結課を得ることはむずかしいこと，ま

た 110 man's lalld のむずかしさはよく知られている

が，子関節部，或いは前|椀のl腿損傷の予後も決して楽観

し得るものではないことを強調したい.

19. 自家移植健と周囲組織 (動物実験)

鈴木勝己 南条文昭*

東京大学整形外科教室

腿:子H:Jの歴史は癒着との戦いを物語っている.しかも

なお完全に癒着を防止できる方法がない現状である.こ

の挺と癒着の大問題に対して我々なりの観察をしてみよ

うと考え，今回の予備的な物動実験を行なった.

41羽の成熟家兎を使用し，H. E， Azan両染色並びに

偏光顕微鏡を用いて腿を矢状而で 2分し，主に隠と周囲

組織の関係を検索した(図 1). 

第 1実験:まず家兎の左後肢足底面で長E止屈筋腿をノマ

ラテノンをつけて O.5cm 切除し，その間隙を乾ガーゼ

で摩按，fli~後は自由に運動させて 2， 4， 8， 16週後にそ

れぞれ同部の切片を採取した.

• K. Suzuki， F. Nanjo. 

術後 2週で 2cnlほどの!出端間隙は 16.il!H乏には 4clll

になり，離開傾向が認められた.なおこのTrtti腿端間は腿

周囲組織に由来する線維束により，すでに 2週後から連

絡されて経過とともに強制となる.

周凶組織は 2週後から相当肥厚するが， [院に援する E

細[(Jl管局はきわめて薄くなり，外層をなす密な線維屈が

ほとんどを占めるようになる.I殴端とは境界明瞭で結合

はやや密である (表 1). 

脱j端を中心にした反応は術後4週を境として漸次，鎮

静してくるようである.両腿!k;1む悶線維;-1ミへとつづいてい

る周囲組織は線維の密な層を作り，術後 16:i$lでは腕!と

識別しに くくなる.

第 2 実験 : つぎに前述の左長~U 屈筋舵欠損部に 2 週 ，
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対 照

2和V主下

4W群

8W君7

16W群

4週 8週，16週後にそれぞれ

右足底筋l踏を緊張下に移植し 3

週間ギプス間;.t，3週間自由主E到j

させてから，移植!院と周凶組織の

[幻係を観察した.

過半数の例で腿縫合部に離開を

必めた.

腿切除後ただちに移植した対照

宮下では，移植腿阪~*に経い乱れあ

り，ラ氏細胞タIJが減少し，細胞l血

行侵入倣は治日)Jである 周聞組織

は肥厚して密な線維性:の層別構造

を呈し，J血管hyi生あるも線維i，t細
胞はきわめて少ない.何者の段界

はほぼ町JIIt，(で結合はifAiな部分と密

な部分とがある.

2週後移jllil洋ではl腿来のEしれ増

加!し，ラ氏細胞列は認めにくくな

る.肥!字した問凶組織は層)jIJの不

明な，密な線維層で!健との境界は

やや不明化し結合も密である

4週後移植}洋では，周囲組織の

肢との境界が不明で結合は密であ

る.{也は対照訴に似る

8週後移植尉ーでは，健一束のl，Lれ

hFJ加し， ラ氏細胞子ljも認めがた

い.他は前群に同じ.

16 i!!J後移杭併では，Ili!束の乱れ

は対照j洋狽似だが，ラ氏細胞タIJが

消失.周囲組織は密な層別構造，

Jill管増生を示し，艇との境界は不

明で結合は密である(表 2). 

全般的に移植艇の複屈折性が幾

分減少し，周凶組織はきわめて弱

い偏光を呈する.

自家移植胞の修復は 6週間の観

察では，正常腿までは|亘復してお

らず，なおその途七にあるようで

ある.周囲組織の反応も各群悶の

差をはっきりさせがたいが，対照

i!下がもっともl腿との嵐界明瞭で結

合疎な部分も存する.しかし他の

群では位:な癒着像のみが印象的で

ある.

ーィ
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層別構造を示し，異物巨細胞も 2，3存した.経過とと

もに，この線維屈が密になってゆく .しかし 6週後に移

植腿部をみても， エリコン管の存在は識別できなかっ

た.

1961 ，手科タト芳三

第 2実験 左長E止屈筋腿欠損部に無傷的に 1.5cm， 1毛

3.50101 のエ リコンチュ ーブをJ型没し，2週， 8週， 16 

週後にこれを右足底筋腿で置換.

2 週後無色半透明， きわめて薄い朕状の管ができて

おり ，内面をなす偽膜層，空隙の多い層，密な線維屑と

整巻 12・号 9738-( 42 ) 

鍵拡i傷修復11与の組織化学的研究20. 

大 木 知 (1ドft.野太郎

和歌山医科大学怒形外科教室

反応は断端部，拠ともに第 2週よりもア;しく活性皮がt首

加した.

以上を総括すれば友のごとくなる.治IJ傷治癒の過程に

おいて， 新生ij~原線維に AL の活性皮が強いことは，

Bunting， Fre川 h，Fell らにより報ぜられている.

表1. 各自手素の活性度の消長.

3】盟

+ 朴 十件

:!: + :!: 
十件 件

特緋+

:!: + 十十

i++ 什件
incubation 1 時間で

は陰性.

一「
戸

2 il品]週3日

+ 

一方， SOの活性度が新生目安原線維に増加することは.

Argyris，阪本らが報じている.そして SOが未分化細

胞に活性皮の高いことは Oenl山】1 らが述べている.

したがって， 本実験において SO等解糖作用に関与

する酵素の活性度が切除第 2週においてピークに述。し，

他方 AL 等燐酸代謝に関する酵素の活性度が切腿第3

週にピークに達したことは，両酵素とも線維芽細胞形成

期から膝原形成に活性度が地加するが，解糖作用に関与

する酵素の方がより幼若な細胞に著明に活性度が強いと

いえる.

第 31四日木整形外科学'会の共同研究 “手の外科"にお

いて中川は健損傷の修復過程を組織化学的に検索した.

この際アノレカリホスファターゼが修原形成に密接な関係

を有することを報じた.

そこで前回問機白鼠のアキレス艇を露出，切腿し， 3 

EJ， 1週， 2週 3週後の切脆部を採取した.今回は新

鮮1ft¥内定凍結切片を作成し，cylochrom oxydase， (CO) 

laclic dehydrogenase (LO)， succinic dehyrdogenase 

(50)， acid-phosphalase (AC)， alkaline-phosphalase 

(AL)， adenosine-lriphosphatase (ATPase)， 5-nucle・

。tidase (5-N)反応を検した.

組織化学的所見

切腿?l'n日ではすべての酵素反応は非常に乏しい陰性

である.

第 l週の線維芽細胞出現j切には，LO.， SO. とも線維

芽細胞に forrnazan綴粒として陽性に出現し，院にもわ

ずかに陽性を呈する. 一方 AL，ATPaseは線維芽細胞

には陽性に出現するが，腿jには陰性である.

第2週では腿断端に網状線維，日参原線維の形成がみら

れる.この時期には CO反応も明瞭となり， LO反応も

増加し，特に SO反応は断端部に著しく地加する.一方

AL， ATPase反応も同様断端部に増加し， 腿にも陽性

となる.

しかしながら，第 3週には CO反応はほとんど陰性と

なり， SO反応は著明に減少する 一方， AL， ATPase 

* T. Hoshino， T.Oki・

Collagen品bre

Cytochrom oxydase 

Lactic dehydrogenase 

Succinic dehydrogenase 

Alkaline-phosphatase 

ATPase 

Ac id-phosphatase 

5-nucleotidase 
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手における人工健手術の経験21. 

阿部一郎ネ「主子長武岩内省三

東北大学薬形外科教室

ことで，このような病理組織学的観点からすれば当然新

生人工腿縁組織と周囲組織との聞に多少の癒着はやむを

得ぬところであって特に周聞に軟部組織が少く，かつ皮

肉および皮下組織の移動性の比較的少ない手掌，ことに

No man's landでは，このわずかな癒着によっても著し

い機能不全をきたすものと思われ，このような部位にお

ける人工膝形成術は術式或いは後療法においてさらに十

分な考慮が必要であると考えられる.

各症例の術後の成績を比較すると，術前における周囲

組織の状態，特にその荒廃などの局所条件がかなり影響

していると恩われる.たとえばもっともよい成績を得ら

れたのは術前周囲組織の荒廃の少なかった症例 3であっ

て，この症例は腿斡炎につづく長母指伸筋艇の断裂をき

たしたものであるが，図 1に見るごとく満足すべき成績

が得られた.これに反し成績の思わしくないものはすべ

て損傷が広範におよぶもの，或いは受傷後瀬痕癒着の高

度なもの，その他の悪条件をそなえたものである.

つぎに掌側において手術を行なったものについてその

縫合部位を見ると，症例 4，5および 7の3例はナイロ

『さの断裂或いは欠備にさいしてその縫合による修復が

亦されぬ場合，従来一般に自家遊離挺移植術が利用され

ているようである.しかし従来の経験によると自家遊離

腿移植術は縫合部における離関，周囲組織との癒着，移

航l健自身の Zerfaserung，或いは断裂等をきたすものが

少くなく ，また多数の腿が侵された場合遊離腿の供給に

支障をきたすことがあった.

これらのことから人工腿使用の可能性がうまれ我々の

教室においては数年来ナイロン，最近はテトロンによる

人工腿の研究を行なってきたが，この機会に手の領域に

おいてこれら合成線維を人工腿として使用した 10名の

|臨床例!とついて検討を加えてみた

これらの症例は表 lのごとく外傷に起因するものが大

多数を占め，またすべて陳旧例である.その術後の成絞

を見るに，ほぽ満足し得るものは 2，3例にすぎず，こ

とに 0.1.P.および P.1.P.関節の屈曲機能を十分修復

し得たものは 1f7iJもなかった.，4:来，人工腿!の理念はこ

れら人工腿核芯材料が術後その周囲に腿様組織を形成

し，さらに周囲の軟部組織との間で移動するようになる

-.
汁

小指切断

基節骨と慾若

様骨神経正中
神経麻1車

化膿痕波形成
正中神経麻淳

疲痕拘縮

正中神経麻?率

9 

外傷

外{釘

鍵鞘炎

外傷

外傷

外傷による
神経麻簿

外傷および
|司部化膿

火傷綴痕 1 カ月

外傷 4 カ月

外傷 4 カ月

表1. 全焼例の術前術後の状況.

例

1
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0
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A
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リ

成績

圧焔 lまぽ満足

圧痛 不満

圧痛 泌足

j町市 やや満足

不満

術後の状況

人工
化
膿腿排 a痛

出

術後観
察期間

使用せる
合成線維

テトロンチューブ 2カ月

テトロンチューブ lカ月

ナイロン郎糸 2年

ナイロン単糸 7骨1

ナイロン単糸 5年

術的の状況

手術するま受傷舵伸flll 受傷部の
での 1~1 間 の数の月IJ 局所条件

9ヵ月 2 同 被痕拘縮

5ヵ月 1 伸 中指骨と怒着

lカ月 1 1中

6カ刀 8 厄i

2カ月 2 厄i

原因疾j怠
年
ρ、
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戸、υ

q
tu
'
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A

nu''

qぺ
υ

。ム

ヲ
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qi“

今白

やや満足5 "1ミナイロン単糸イ4多数3ヵ月18 6 

不満

北
向
恰
向

府

引

っ
-

圧痛

圧痛

圧痛

9 

+ 6ヵ月

4年

4年

9 

ナイロン単糸

ナイロン単糸

ナイロン単糸

ナイロ ン単糸

屈

5 仲

10(?)屈

2 仲

8 6カ月17 

8 19 

9 33 

10 33 9 ヲ

ホ S.lwauchi，N.Shoji， 1. Abe. 
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a. b. f中展. c. 屈曲.

図 1 症例 3，術後 2年.

ン人工胞のf，Ljtr;Mの縫合ITI5がそれぞ下傘Itl枢部および子学

末納部に位置しており，これらの法例の術後の成t/iを凡

ると ，症例4は P.1. P.， D. 1. P 関節が屈曲I立約締をき

たし，症例 5では おoman's la Jl d に相当して~~節'jrJ' と

の総着をみ，症例 7は綴痕癒着により運動がまったく不

能となっている.これに反し椛例 1はテトロンチューブ

により子掌中央部より示指示;端まで中継したものである

が，図 2のごとく比較的よい成紡をおさめている.これ

a. b.伸展.

らのjJE例を比較するとfT成線維による人工腿形成術を行

なうさいにも，やはりその縫合部は Noman's landはも

ちろん，子恨部等従来癒昌ーによる機能不全をきたしやす

いところはなるべく避けることが望ましいと思われる.

さて， 以前孜々の用いたナイロン市糸を集めたもの

は，艇との縫合郎に大きな結び臼を作らないと十分間定

できぬうらみがあり，また結節部位のナイロン断端や結

節そのものが内jtijから組織を障害し，ときとして皮胞の

c.屈曲.

図 2.症例 1，術後 2カ月.
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(3年間の実紋)

少数例であるが ribbongut使用がもっとも良好.

質問:田島達也(新大)

1) すでに好成績を得ている freetendon graf'tが行

ないがたい湯合というのは実際上はほとんどないように

思われる.

2) しかしもし人工腿で好成績をおさめられるなら

ば，手術はより簡単となり，はなはだ結構なことと思う

けれども，確かに好成績が得られることが確認されるま

では実際怠省に使用するのには相当慎重であることが望

ましいと思う これまで術後の失敗例については往々聞

いたことがあるが，数年後まで良好な成績を保っていた

実際定例の発友は未だ聞いたことがない.

民教室では人工材料の応用をいろいろ行なっているよ

うですがぜひとも近い将来成績をお聞きしたい.

3) 人工腿を!踏または骨に縫合する湯合，いくつかの

難点が予想されるが，もっとも良い法と思われる To技の

コツを教えていただきたい.

答 岩内省三 (点北大)

結び目の問題は特に手の領域では重要なことと考えて

おります.ナイロン単糸もテトロンチューブもやはり結

び目は大きくなるのですが，ナイロ ン単糸に比すればテ

トロンチ ューブの方がよいようであります.しかし症例

が少いので今後さらに症例を重ねて検討致したいと考え

ております.

手における人工礎手術

外にとび出すような欠点がある.症例 7にその例をみた

が，我々は同線なことを下肢においても数多く経験して

いる.そこで長近では我々はナイロンよりさらに高度の

強靭性と組織内安定性をもち，刺激反応の少ないテ トロ

ン編みチューブを主として使用している.症例 1および

2はその使用例であるが，このテトロン編みチューブの

性質，形態による人工健生成経過については，ただ今鋭

意実験的研究を続行中である.今後ひきつづいて発表す

る機会を得たい.

質問:鳥山点宜(日大)

1) 手術後どのくらい経っているか.

2) 組織学的に践と人工騰の縫合古Ilはどうなっている

かゆるむことはないか.

3) 将来人工腿は移植!躍の代用となり得ると思うか.

質問並ひ'に追加:河合文男(茨木市河合外科病院)

1. a) J¥hterilaの消毒法

b) Telron lube使用時に腿縫合部に大なる結節

を形成，表皮上に突出しないか

c) 結果成績

2.私はつぎのような方法を行なっている

a) 消IE法煮沸→米国製ゼファリン液+ペニシ

リン十ストマイ(保存)

b) Dactron布を用う.

c) Ribbollgllt (Davis & Geck CO.) 

d) Champion-LlImbrical lape 

約 30例に手術を行なったが，その約 8096は失敗

『寸

』
「
ご

・
二
回一ー一一
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22. I隙掠 |旧円什.，性|

Fowler 手手.争制術!町可の終終:!.験i検険

目 白達也 内山 山 11 m r:r友*

新潟大学終形外科教室

L、とぐち

Celllral s lip の第 2 指骨ぷ!氏背側付 .(í~l付近での断裂

は P.J. P. 関節屈i出， D.1. P. 1均i'iíí)~ や1 I展 iir.の特有な jf'J

指i1，いわゆる bOlllonlliere変形を生ずる. これは "，al.

Jet fillgel などとともに代表的な指背胞"史断裂の 1J型で

稀なものとはいえないが，後者に比して4世代は少なく本

邦においては boutnn i ere変形の治験例の報告は私たち

の，制任した限りでは見あたらない.

節の伸展ブJは減少し，数円ないし数週後 2次的に lateral

balldが P.1.P .I刻節!~;で学側に移動するにつれて l ale r al

bandの P.1.P.関節仲展ブJは屈曲力に変わり， その結

果 P.1.P. 関節は回11I11('j納を生ずる.さらに放医すると

恐らく 'pj問筋の的経iにより laleralballdが 0.1.P.関

節を{Iド展せしめるように作用し，その結 'T~ 0.1. P.閲f百T

は過Ml展仰をとるようになる.

隙|十|例にはM，IUll的な方法が必要であるが，そのうちl析

図 2.遊離鍵移植直後

(Fowler法).

図 3. 指背面火傷による "boulon-

nierc"変形 ((P.l.P屈曲，

0.1. P過伸展位).

~~I踏の修復は P . l. P.関節背Ifljのf如何お

よび皮下組織がt存く celllral slip もま

た.)1ザ常に ;;I~いのできわめて附雑である

なお受傷I~f P.1. P.関節袋の損傷を伴い

やすく特に経過が長ければ長いほど，関

節構成体は 2次的な変形を生じその結果

P.l. P.関節の他動運動も障害されるよう

になる. 実際的手術法としてはまず P.

1. P. 関節の他動運動障害がみられない

以合，絹糸で掌側に移動している lateral

band を 1'.1.P.関節背面によせて縫合

する Roemer')らの方法がある.これは

D.1. P.関節の屈曲障害を生じやすい.つ

ぎに細くさいた遊離腿移継により断裂し

た centraJ slip をもとの位置に縫着す

る Ni・choIs5)，Entin3)法があるが，これ

らの手技上の難点があり ，また阿部の皮

下に相当な盛り上りを作る欠点がある.

症例

私たちは昭和 30年以降この変形を 8例経験している.

その原因は P.l.P.関節背面切創 3例， f旨背面の expo-

Sllre burnに合併したもの 3例， 皮下断裂 1例および原

凶不明 l例である.

変形発生機序:Central slipが断裂すると P.I. P.関

• T. Tajima， J. Uchiyama， H. Ishida. 

これに似た変形は本症のほかに JateralbandのP.l.P. 

関節部での学側脱臼，および浅指屈筋艇は着部より末治

での深指屈筋i!(l!の完全断裂の場合にも生ずる 前者は

P.I.P 関節の自動的伸展ができないか， またできても

完全伸展する直前に蝉発する.屈曲は障害されない.後

者は D.I.P.関節の屈曲が不能なことなどから比絞的容

易に鑑別可能である 1).

治療 :新鮮例に対しては， Bunnell2
) は 8字縫合法を

L 
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2) この疾患に対する手術法については種々な報告が

あるが， 私たちはそのなかでも Fowler法が最良と

者え， これを 4症例に実施したところ， 1例を除き好

成績を得た.

3) 指背而 eXp0511re bllrn の3症例に本変形をみた

が，その発生機転は P.I. P.関節背面1の深遠性火傷

により central 51 i P が変性伸展するためであること

nJere 変形8症例について報告した.

陳旧性 bOllt01l1l i ere変形に対する Fowler

提唱しているが一般には副子装着のみで予後は良好とさ

れている.しかし M.P関節を屈曲位に固定するか3)伸

j夏位に凶定するか4)については意見が分かれている.

そこで私たちはこれまで 4jJÍ~例に対して第 5 指国有伸

筋腿を 2つにさいて遊離移植する Fowler6) 法を実施し

てきたが， P.1. P.関節背面の脱!低を同時に切除した 1

タuを除き，すべて良好な成績を得た(図 上 2).

指背l屈の eXp0511rebllrn の3症例にこの変形をみた

Fowler ~.土Elltin 1.t l"ichols法

日絹糸一一

RoellH;r ~.去

/ 1  
『

「

'
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;K，fjl'部は中節基部
を貫通させ中枢部
は ccntralslipに
縫合.

図1.

Cc川 raJslipを端々
縫合.

両 側 latcralband 
を絹糸で縫合.

を手術時確認した.

4) 長期間経過し関節偶成体に 2次的変形を生じ，そ

の結果 P.l.P.関節の他勤通'動が障害された 2症例に

対しては P.l.P.関節良肢位固定{討を施した.

ご指導ご校閲を賜った河野教授に感謝する.

文献 1) Roemer， F. J.: Amer. J. Surg.' 80， 295， 1950. 

2) Bunnell， S.: J. Bone Joint Surg.， 24， 1， 1942. 3) 

Entin， M. A.: Surg. Clin. I¥orth. Amer.， 40， 275. 1960. 

4) Johner， T.: Sch、，viz.Wschr.， 68， 111， 1938. 5) 

Nichols， H. M: J. BOl1e .Ioil1t SlIrg.， 33-A， 836， 1951. 
6) Fowler， S.白&BlIl1l1dl， S.: Surgcry of the Hal1d， 

3rded.， 548， 1956. 

のは興味あることである(図 3). その原因はもっとも

強く突出した P.I. P.関節背面が長も深達性の火傷を蒙

り central 51 i P が変性伸展するためであることを手術

l時確認した.この場合も P.1.P.関節の他動運動がほと

んど正常のときは Fowler手術の適応があると考える.

しかし指背面皮膚の搬痕拘縮が著明の場合には Fowler

手術に先行して皮膚を置換する必要がある.私たちの 3

例中 1例は l次的に Fowlel手術を行ない， 2例はすで

に皮府置換を終り本手術を行なう予定である.

受傷後8年， 20年の長年月を経ている 2症例におい

ては P.I. P.関節で第2指骨が掌側に半脱臼し他動的

伸展も困難であり X線上同関節に変形症変化を認めたの

寸

追加 :鳥山貞宣(日大)

東大にいたとき，癒痕性拘縮植皮術後背側に金網の副l

木をあてておいたら圧迫壊死(皮膚はなんともなかった

が)に陥って， bOllton niere変形を起こした例があった.

で P.1.P.関節良肢位固定術を施行した

まとめ

1) 昭和 30年以降私たちが治療した棟旧性 bOllton-
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23.我々の病院の干の外傷の経験から*

岩本正 鈴木寛

岩本病院

我々の病院は比較的に外傷患者の多いところである たすみやかに手術を要する場合等も比較的に複雑であ

が，手の新鮮外傷も少くない.そのうち，特に重症，広 り，また長時間を要する手の処置が，他の手術がすでに

範な開放挫創の 2例を代表として述べてご批判をいただ 行なわれている手術室へ'剖りこむことが困難である場介

き，つぎに手の外傷を扱ってみて感じた感想、を述べる. もあったりするので，手の外傷のためには人，設備が独

症例 1:(凶 1)37才，農犬，馬の仰を切る電動機械 立していることが理想であると考える.

を操作中はさまれて受傷，約 3時間後に米院，全身麻酔 また現在，なお 牟般にも手の外傷を軽視する傾向があ

の下に，石鹸により scrubbingを行ない， 生理的食泊 り，患者自身，また附添人等に対して我々の考える適正

水で洗浄， fi料!の多廷の，ijE屑はいちいちピンセットで除 な処置が行なえるように納得させるのに困難を感ずるこ

去した.皮11可欠偏向lに対して有刺植皮を行なったが，感 とがあるので，公衆への啓蒙も必要である.

染を起こし，永く)1)1'孔が閉鎖しなかった.

本例にはヰl子骨骨折があり，キルシュナー

銅線で kortikal-lI1ark-korti kaJに同定した.

症例 2:(図 2)62才，男子印刷機械

のローラーにはさまれて受傷.本伊!に対し

でも前例問機に処置をしたが，皮膚欠鎖部

に対しては，それがあまりに大きく ，)杉も

複雑であることを考慮して，肉芽形成をま

ち，チーノレッシュ法により縞!えを行なった

ために良結果は得られなかった.

つぎに手の外傷に対する感想、を述べる.

我々は数年来，かなり多数の子の外傷をJ及

ってきたが，木手の外科学会の影響は大き

く，その教えるところにしたがって処置を

行ない成績は向上してきたが，実際にやっ

てみるといろいろの問題にぶつかり ，特に

急、を要する新鮮外傷を扱う際には'ilなる知

識だけでは駄目であって，これを行なう医

師を始めとし，看護婦，レントゲン技士に

至るまでのチームワークのとれた訓練を必

要とする.また我々のところでは独立した

救急室を運営しているので，多くの重症{<;

が運び込まれてくるために，全身状態には

あまり影響のない手の外傷に対しては，職

員の注意がゆきわたらないことがあり ，ま

* 若者の希望によりI)Il題変更()jji題:私の

病院の手の外傷の数例).

村 T. lwamoto (院長)，K. Suzuki. 

図1.

図 2.

← 
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質問 :高岸直人(広島日赤)

広島原爆病院に関係しておりますので， 15年以上経

過した手の患者Aが多い.その中でもっとも治療に困難を

感じるのは P.1.P.関節の処置である.現在 arthrodesise

か，capsuloplastyをやっているが， あけて見ると案外

tendon， jointがよい場合がある.この1Sj公 arthroplasl y 

をやった方がよいかどうか，Boyes教授の metalarthro-

plasly についての indicalionおよび result をお聞き

したい(他に適当な演題がないのでここで質問をした)

答 Dr.Boyes 

P.1. P.関節の melalarlhroplasl)の経験は現在まで

7例ほどある.

そのうち現任まで良好な機能を示しているのは I例で

ある.

質問 :，:玉j辛l直人(広島日赤)

今でも行なっていますか.

答。 Dr.soyes 

きわめて精です.

24. 1工場における子指の災芹について

諸号，;At文

京都府立医科大学整形外科教室

弱電器器只製造工場における手の災答に関する報告は

未だ見られないようである.今回払どもは工場設備，労

働管理ともにわが国では屈指の某弱電器工湯において発

生せる災害の実態の概要について述べてみたいと思う.

本災害調査は主に京阪神，京浜地区に分布する製造工場

の従業員， 約 2-1000名および 1部の関係会社従業員に

ついて，昭和 33年 10月以後満 1カ年聞に発生した災

害の本社へ報告された資料に基づき ，その後アンケー卜

並びに直援診療によって実態を把握せるものである.

調査成績

災宮総数 307例のうち上肢損傷は 193伊IJ62.996を

占め，手指を主に用いる弱電器工場の災害の特徴が現わ

れている.

性別では女子に較べて男子が圧倒的に多いが，これは

従業員の性別構成，男女別による作業内容の違いによる

ものであろう.

災害?はヒ肢にもっとも多く ，個所別に分けてみると 1

カ所のみの慣傷に留まるものが多い.

ホ T. _¥[orolomi (教授)，T. Saitδ. 

;;;守藤哲夫

松下r，li院憶形外科

さらに上肢損傷を細別してみると ，手指がきわめて多

く，ほとんどが木節の損傷である.手指の中で特に多い

のは示指で，左右別で右示指が一番多い.このことは作

業上竜安な手指の損傷が多いことを物語っている.

月別では夏季に多く災害の発生をみるが，これは気候

的条件に力11えて，新規採用者が実習を終って各職場に配

置されるころに当っていることも影響しているようであ

る.

月別，曜日別，時刻別分類でわかることは，災害の頻

度には t肢損傷の影響が大きいことがわかる.

年令別では， 20...j--未満が圧倒的に多く ，年令毎に上

肢損傷の占める割合をみると， 20...j--未満が他の年代よ

り幾分高率に現われている.これは年令構成のほかに年

令による作業内容の途い，作業の熟練の程度などの影慢

によるものであろう.

経験年数見IJで特有なことは，上肢損傷の占める割合が

年数の培力11とともに漸次低下をたどる傾向にあることで

ある.

数多くの製品が完成されるまでには，その問にたずさ

わる職樟も多種多級であるが，一応代表される職穏に分
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けてみたところ，上肢損傷はプレス，綻盤，組、Zなど手 態の慨斐を述べたが，私どもに与えられた課題は，主l乙

指の作業を主とする職権に高率にみられた 手指の地創，切断例の対策であろう.その 2，3の経験

災\~名別にみる と， 全体では在住合 1]，切創がほ と んどで について述べる.症例 lは母指末節の他古11で，かろうじ

あるが，上肢では他意1]， 切創，切断創が比絞的高率を円 て皮府の 11郭を残していたが， 縫合によって治癒せ しめ

めるようである. 得た. !r[例 2はma末節の軟部組織がj1f滅され，末節骨

災?与の原囚を，動力工只収吸中のもの (プレス取扱LIJ のほとんどが露出せる例に対し手掌皮府を移組し短縮を

のものはその他の1VJ力工只取阪中のものと別に分類し まぬがれた症例 3は手指掌側の地創の縫合後，峨痕拘

た)， J.動工只取彼中のものとに大目11して災害名との関 縮をきたした例で，京例 4もやはり般痕1(')縮をきたした

係をみたところ，プレスでは出創，1;1)断打1]，その他の動 例でz-形成および皮厨移植を行なったものである. ー

カ工只では作創，切創，子動工具では地創，切創，火傷 般にかかる拘縮は火傷の場合と児なり z-形成で担ま

が比較的多い.とれらを主主約してみると ，1YJ力工只はj!j¥ しい結果を得ることができるものも多いが，その適応の

剣，切断食11で，手動工具は火傷，切創，抑制において高 判定は，搬出の範聞，T床との癒着の程度で決定できる

F与を占め，両首の聞に現われる災志の巡いが見られる. ょうである 症例 5はポ指の切断創に対して，切断され

加療日数別にみると創の状況による 11数の長短がある た折什を利川し，この 1'.を街茎皮弁をもって被い.指の

が， 強度率はH月下日 34年には 0.23， /I{j利133 0:には 短縮を避け似たタ11である.

O. :;'1で低下の傾向をイ守している. 一般にT-J'行外傷は俊雑多岐にわたり損傷を受けた乎

!こl皮似似のうち転退職首は 22名 11.~ %で，原因月11 指，:f:11の程度および範聞， 作業七の使， 不便などによ

にみると，動力工具によるものが，手動工lLによるもの り，!JE例ごとに卜分検討する必要があり， -t't込に処理で

より危険性が多いことを示し，災害乞別では複雑創，切 きない而が多く ，l重々解決せねばならぬ問題がftまれて

断創が尚三容を l片めている いると思う

以ヒ弱冠探工場およびその関連工場における災害の実

25. I二JlJi外傷の握力並びに指先把持力lζ

およ lます影響について

第 1報 手指末節外傷 の握力並びに指先把持力におよぽす影響

、j'.I({ 見 荻原イr-¥.f:受

日本鋼管病院整形外科 東京医科大学位形外科教宅

緒言 るが，今回は手術末節外傷として持断性切断指および開

花、は上j皮機能の生命ともいうべき手の)Jの表現として 放 ・皮下fiイ斤につきその結果を発表する.

握力，lv.びに指先把持力を選び，これらがヒl伎ないし下部 調査材料

外傷によりいかなる影響を受けるかについて調査してい 持断性切断的 18桁 (18症例)，周放fj折 :;0指 (38

広告;1])，皮ド'円折 25借 (23症例)，総計 93折 (8l'Ui二

* A. Hiranuma， N.Ogiwara 例)ですべて労災忠?iであるが，母指のみ皮下'j9折例を



上肢外傷の握力並びに指先把持力!こおよ lます影響

欠いている.

調査方法

握力はスメドレ一式握力計を用い指先抱持力は荻原式

第 2 号パネ式把持力測定誌を使用し，切断および開放，~

折では受傷 1カ刀後および 2カ月後，皮下骨折では受傷

1週後より 4週後における患仮IJ並びに健側の握力と指先

把持力を測定し，萩原の握力並びに指先肥持力に関する

左右比より患側の健康時におけるそれらの値を推定算出

し，これとj怠側の測定値を比較しその残存)Jを%をも

って表わした.

調査成績

1) 表 lに示すごとく母m外傷グノレーブ。においては一

般に握力はかなり温存されており，開放骨折は切断より

も良好な握力を示し，かつ末村i側外傷が中枢倶IJ外傷に較

べて良好である.

747 -( 51 ) 

各指の指先把持力においても開欣骨折は切断よりも良

好で，前者の受傷 1カJ1後の但持)Jは後皆の受傷 2カ月

後のそれに匹敵している.

外傷昔日位をlt叙側と末梢側とに)jIJけてよgJべると開放什

折では受傷 lカ月後も 2カ月後もその把持力に変化は認

められないが，切断では受傷 1カ月後の犯持-j}は中核側

切断が末梢側切断に較べ良好であるが，受傷 2カ)J後に

いたるとその差はほとんど認められなくなる.

2) 他 4指外傷グ lレーフ。では表 2のごとく握力におよ

ほす影響は母m外傷クループよりも大きいことが明らか

であるが，皮下骨折では良好な回復を示し受傷4週後の

握力は切断および関政'円折の受傷 2カ月後のそれに相山l

する.

外傷部位別には特に優劣を指摘し得るほどの差は見ら

れない.

~→ 
-1 

表1. 母指末節外傷グノレープの握力並びに指先氾持)J・

開放骨折 (9例)挫断性切断指 (5例)

部{也 末梢 1/3部 (3例) 中継 1/3部 (2例) ~約 1/3 部 (5 例) 中枢 1/3部 (4例)

経過 1カ月後， 2ヵ}j後 Iカ月後 2ヵ月後 l カ月後 2カ月後 1カ月後 2カ月後

握力 70% 80% 657百 75~百 90労 100% 65% 85% 

指 母一示 15% 50% 50% 50% 50% 70% 50% 70% 

先 ，'1- 中 20% 40% 30% 407百 40% 60% 40% 70% 
把

1/- 薬 30% 70% 40% 60% 45% 50% 50% 85% 
持
カ ケ←小 40% 80% 40% 8096 60% 60% 50% 95% 

』吋

」

表 2. 他 41旨末節外傷グノレープの握力

並びに指先把持力.

部位 終 Jftj 括) )J 犯持)J

末梢 1/3部 fIカ月後

(6例) 1 2カ月後

中収 1/3部 f1カ月後

(4例) 1 2カ月後

関節雌断 r 1カ月後
(13例) ..~ -'( 3例) 1 2カ月後

抽
世
断
性
切
断
指

関 末的 1/3部f1カ月後宮 (35例).••. 1 2カ月後

折 l 中似 1/3部 f1カ)J後

(41仔り (6例) l' 2カ月後

皮
下
骨
折

(25例)

末約 1/3，m 
のみ

(25例)

I週後

2 週後

3週後

4週後

50% 

80% 

60% 

80% 

50% 

70% 

6.5% 

6.5% 

605諮

問%

50% 

70匂

80% 

80% 

30% 

6096 

30 ~百

4096 

50% 

5096 

3596 

5096 

5596 

75% 

3096 

50% 

6096 

6.5% 

指先:IB持力においても皮下骨折の/<TIj!!は良好で，受傷

1-2選後の把持力は切断および開放骨折の受傷 1カ月

後のそれに匹敵し得る.

外傷部位別には切断では末節のどこで切断しでもその

把持jJには大差はないが，受傷2カ月後の成績では末村1

~{IJで切断した場合がやや良好な傾向を示している.

しかしながら開放什折では逆に~I W-側骨折が良好な~

持力を示す傾向にある.

3) 受傷指以外の指の指先把f;fjJにおよぽす影併につ

いてみると，一般に受傷指に隣指する指の把j.'f力がI51仰

を'芝けやすいといえる.

4) なお今回の調査材料中で障芸arn償を受けたもので

再調査し得たものが 5例あり，これらの障害認定時にお

ける偉力、並びに指先把持力と受傷4ないし 9カ月後の再

調査のそれらを比較すると表 3のごとくで，障害認定は

5例とも受傷2カ月後に行なわれており，再調査|時の成

績は慨して可成り回復状態にあり， /;J指切断例のごとく
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表 3.障害補償該当指の降宮認定時と同調室時における比較 (5例). 

母f旨末節!切断 示指末節切断 示指末節切断 示指末節開放骨折中指末節開放骨折

防官等級 10 級 13 級 13 級 14 級 14 級

認定時再調査a，J'認定時 l再調査時認定時再調査時認定時再調資時l認定時再調査時
経過 ー ー 一 一 一| ー

2ヵ月後 8カ月後 2カ月後 8カ月後 2カ月後 9カ月後 2カ月後 4 カ月後 2カ月後4カ月 t愛

私!， jJ 

-f;]:-;;]; 

グ rl'

グ 主li

!i0% 

20% 

30% 

30% 

40% 

JOO% 

JOO% 

7596 

60% 

70% 

10% 109百
指
先
犯
持
力

85% 

45% 

90% ， 90% 

50% 75% 

100% 

100% 

70% 

35% 

805杉

60% 

55% 60% 

末節の 1'2以仁を失い 10級に該当されたものでも受 ばご教ノJ~[頁きたいと存じます.

仏，58カ月後にいたれば握力も指先但持力も者:しい改千年が 答 平沼 見(日本鋼行病院)

認められていることは注目に値するが，他方中指末節開 把持ブJには心理的な要素も入りますが，防筈認定には

放骨折例のごとく軽度の障~I~ と認定されたものの受傷 4 変形や拘縮のみでなく ，一応但持力を測るべきではない

カ刀後の成紛が附合認定H与と変りがない場合のあること かと存じます.

にも注目すべきである 質問 :[[1島述也(新大)(Dr. Boyes tz:.対して)

質問 :松林誠之助 (東京労災病院) アメリカの workmen'scompcnsalion Jawでは power

労災補償の問題がございましたので一三申ヒげます. を問題にしますか.

実際問題として肥持力は補償のさい毛飼されておりま 答 :Dr. Boyes 

せん.変化の乏しいのにブJの出ぬ者は珍らしくありませ 州によって違いますが California 州では問樋にしま

ん.本人の怠志を除いて把持力を正li(iiに出す方法があれ す.

26. フオルク マン拘縮の治療経験

沖下健哉 赤松秀夫*

岡山大学祭形外科教室

フオノレク 7 ン拘織の治療には今日まで艇の延長術，行

短縮術，手恨骨易リ出術，子関節固定術などの方法が行な

われてきたが，変形の矯正が主で，機能の改善はほとん

ど望まれなかった. ところが長近 Seddonは前腕の壊

事 K. TSlIge (助教授)， I-J， Akamatsu. 

タEに陥人ったすべての筋を切除し，その後腿の移行術を

合併して良好な結果を得たと報告している 我々は過去

年4年間にフオノレク マン拘縮患者 16症例を経験し，そ

の大部分のものに SeddonM:::準じた手術を行ない 2，3 

の知見を得たので報告したいと思う.

筋の変性範囲について :図 1は5才の女児で線上f}折
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後に起こったフオノレクマン拘縮に対して

変性筋の切除を行なってかるところであ

るが，かかる手術を行なう場台第 1に注

意しなければならないことは筋の変性範

囲がどのようになっているかということ

である.図 2は筋の変性状況を示した.

すなわち長母屈筋，深指屈筋など深部屈

筋の変性がもっとも著明で，浅指屈筋，

杉.~，尺側手根屈筋，長掌筋等浅いものほ

ど変性が軽いのが普通である.またAIj腕

長事"1における変性範囲についてみると ，

前腕の中 1/3の部， すなわち筋健移行

部の筋の変性がもっとも著明で，筋がま

ったく壊死に陥入り ，黄色に変色した部

を見るのもこの部が多いものであり ，周

..1羽との癒着もまた高度である.神経が周閣の壊死椴痕化

した組織に圧迫されて狭小となり，変性を起こしている

のもこの前腕中 1/3の部に見られるのが普通であり，

これより中枢，或いは末梢側に行くにしたがい筋 ・胞の

変性は軽く， 癒着も経度で， 神経の変性も減少してい

る.このことを十分考慮した上で手術を行なわなければ

ならない.

癒着を丁寧に剥離して第 1に正中， 尺骨神経を分離

しつぎに変性筋の切除にうつる.さてここで完全壊死

~jの切除に問題はないが ， 変性が中等度の場合，とれを

切除するか否かの決定にはしばしば混惑するが，我々は

現在周囲の癒着を十分剥離して， その筋の excurSlO日

が正常筋の半分以上保たれているものは保存し，それ以

Fのものは切除することにしている.つぎに浅指屈筋躍

を全易IJ出するか，または手掌部までの挺を引きぬくが，

これは浅，深両鍵聞には必ず中等度の癒着があり ，浅指

府筋腿を刻出することにより ，深指屈筋腿の機能をより

容易にするためである

騰の移行について :つぎに深指屈筋l健および長母屈筋

l踏に限移行術を行なうこととなるが，これには以ヒで残

存可能と認めた筋，または手関節の extensorが動力源

として利用される.もし筋変性が広範囲で 1部伸筋にも

変性がおよんでいる場合には腿移行術は中止し，健固定

術にした方がよいと思う フオルクマン拘絡のごとく

多数の壊死筋切除後に行なう腿移行術に本来の意味の

te吋 On transferの機能を期待することは無理であり，

また複雑な手術はなるべく避け，術後の作用機転を簡易

化する必要があり， tendon transferというより dynamic

tenodesisのつもりで手術を行なった方がよいと考える

図1. 変性筋切除の状況.

図 2.筋変性の程度と範囲.

手関節の背屈について :さて屈筋健の dynamic lenO-

desisである以上， 手関節の背屈が指の機能に大切なこ

とはもちろんで，我々の経験よりしても手関節の背屈の

よいものは結果もよいようである. したがって多数の背

筋(手関節の extensor)を屈側に移動し， 背屈力を弱

めることは避けられるべきと思う.なお療痕屈筋を切除

して健移行術を行なうと ，術後背筋の作用は漸次強力と

なり ，相当の背屈が可能となるのが常である.もし療痕

屈筋を残存せしめれば I時的変形の矯正は可能であって

も骨の成長とともに再び屈曲拘縮が発生するものと考え

られる.

母指対向運動の再建について :つぎに拘縮の強い症例

では正中，尺骨神経が圧迫されて intrinsic musclesの

麻療が起こり，母指の対向運動が障害されるが，かかる

際は短母仲筋健を尺骨に tenodesisしてm旨を対向位に

保持させるのがよいと考える.図 3はそのセ-7を示し
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た.

図 3.屈筋腿に対する手関節仲筋の移他とほ1tl対向位保

持のための tenoιlesis.

前腕の回内拘縮の除去について'前腕の椴痕化した[iJ[

|付円筋その他のため，全長い田内位拘縮をとっているのが

汗;mであるが，この矯正には囲内円筋はもちろん，;ß~ ， 

尺'~J'丹聞の峨肢をrH'問靭，;13を含めて令:ffll切除することが

必裂であるがなかなか成功は困難と忠われる.

筋変性の限局した軽症例について 彬症例で筋の変性

が!1b!.J吊している扇子干にはその部の筋の str'pp，ng或いは

l部筋のりJ除を行なうことにより良好な結果が得られる.

知覚の回復について .正中， Rl']・神経の変性は市j腕lド

J/3のt¥ilがもっとも:{f砂]であることは先にも述べたが，

この郎で神経は正常の 1/2-1/3の太さにj史小され，1と

中神経の方が尺骨神経より変性程度が大なのが常であ

る.Seddonは変性の強いものには神経移値を行なうこ

とをf]IOFIしたが，我々にはその経験はない.しかしノtJ，i::

例において術後知覚の改善を認め，中には手掌:部筋萎縮

が改吾;しつつある症例も経験している.これは神経周囲

の搬痕を切除したことにより血行が改igしたためと恩わ

れ，これよりしても変性筋の切除が必要ということがで

きょう触党による 2点聞の判別検査，或いは立体感覚

において健保IJよりなお相当劣っているものが大部分であ

るが，日常生爪ーにはなんら不自IHない程度に回復してお

り，神経移舶の必要はあまりないものと考えている.

追加 :水野祥太郎 (阪大)

演説の令内容に賃成.ただし単なる拘縮解除のみでは

なく機能の回復をヒ目的とするので，払はこの手術のl坊

に交感神経切除を行ない，3-6カ月の間 actlveexerClse 

を強)Jに行なう.これによって機能は相当に改革ーされ循

環状態は特に改善が若しい.さらに予術はl腿再建手術を

2次的にijなう方法を採っている Sedclon法の域死筋

の切除のみによって数カ月の問にm当に筋)1.知覚循

環状態が改善されるから ，その改善されたときに指ぷを

決定して再佳子術(鍵移値 ・腿回定)を行なう.

なお Sedclon 手術の名は私が仮に月jいたものであっ

て世界の学会には適用しないことを注意していただきた

し、

答 :Dr. Boyes 

Volkrnann jf'J縮も障害程度によって， たしかに)J日

とともに改持がみられるけれども，まず正中(および尺

骨神経)を neurolysisによって搬肢から放出するのが

辰初に行なうべき処置と考える.Volkrnann拘紡という

と手の運動機能の回復のみが考えられやすいが.知:r;tの

回復も|司線大切であることに留怠する必要がある

追加 :7.k.TF符太郎 (阪大)(soyes氏に対し)

Secldon法では制11くなった神経の剥離は必ず1Jなって

いる.) J 11とともに改普 は去 しい.

質問 :鈴木良、手 (東京医歯)(水野教授に対し)

切除した筋の妓作腿はどう処置しますか.

答 :7.k. ~f祥太郎(阪大) (鈴木氏に対し)

切除した筋の木村i腿は仮に権'FJ'付近に縫Jiしておく.

答 dtド縫"友(岡大)

1 ) 水野教俊に対して

交感神経切除の経験はありませんが，よい方法と存

じます.また手術を 2回に分けるか停か，私も 1~"で

1 jなったもの，2回に分けたものがあるが，今のとこ

ろ有志の左~Nは認めていない.

2) soyes教綬に対して

法i死筋切除後の知覚の白|復はおもいのほかよいもので

ある.すべての症例において日常生爪に不便ない程度に

回復 している.

追加 :勝田馨ー (三井厚生病院工-1=山科)

仁腕皮ゲfによる鼻の形成術例で，皮管採取後の縫合緊

迫が!京肉で上!伎の麻癒を起こした.縫合を角干し、て Neuro-

Iyse 無効，-'二腕筋は灰黄色に Nekrose電気変性反応を

認め恒[1Mは諦められていたが，電気按摩 1カ年の後完全

に回復した.指頭の知覚に回復の徴を現わしていたが，

W-Rが強陽性の例である.

編集者註 ・これについては佐|符がだされなかったが，

上肢の強制l肢此を持続したための腕神経叢不全麻停と芳

えられる.
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27. 手における限局性阻lUl性拘縮の経験

メL毛英二 室田景久 平尾 尚徳 志村幸男本

主主恵医科大学盤形外科教室

緒言

手の intrinsic muscles の弛緩した状態は intrinsic

minus hand といわれ，正中 ・尺骨神経麻悼によくみら

れるところで clawhand といわれる しかしこれと

まったく反対の変形である intrinsic l11usclesの緊張に

よる intrinsicplus hand，または hyperintrinsichand 

に関しては，その機能不全の程度が前者に比し勝るとも

劣らず，またかなりの頻度を有すると恩われるにもかか

わらず，ごく最近まで看過されていたきらいがある.

1948年 Dr.Bun nellが AmericanSociety for Su r-

gery of the Hand において， その本態について注意を

喚起して以来，認識されるようになった.最近我々はそ

の発生が明らかに ischaemiaによるものと

例を観察し，そのうち 2例について手術を施行する機会

をえたので報告し，あわせて考察を加える.

症例 L 林O雄，19才，男，工員.

初診:昭和 33，7， 26 日

主訴 :物をつかもうとしても子がひらかない.

既往歴幼時右母指外側の過剰指の切除M:Sをうけたほ

か特記すべきことなし.

現病腔:昭和 31年 6月 (2年前)某院にて右母指基

節骨外頻部の過剰指の遺残部の切除術を受け，術後弾性

包帯による圧迫包帯をうく .その聞かなりの疹痛があっ

たにもかかわらず 40 日閉そのまま放置され，その後，

後述するような指の拘縮にたいし 20 日間ほど 7 ッサー

ジ:を受けたが改善しなかったという.

局所所見 .図 1-3のように右母指基節外側部にも子

体I椴伎を認め，右手はいわゆる intrinsicpllls positi仰

をとる.母指は第 3中子'自にむかい強い内転位をとり，

同位置からの内転、はわずかに可能であるが，外転はまっ

たく不能， I. p_関節は過伸展位をとるがわずかに屈曲可

能である. 2-5指にかけては，いずれも M.P.関節は

約 4:;。屈曲位， P. I. P.関節は強く過伸展位， P. l. P.関

節は軽度の屈曲位をとる.また 2-5折の M.P関節を

他動的に屈曲させ intrinsic muscles の緊張を弛緩す

本 E. Marumo 0;寄自IP)，K. Murola， S. Hirao， Y. Shimura. 

ると，かろうじて末梢 2指節の屈曲が可能となる.開排

運動は不能.知覚障害はない.

手術時所見.昭和 33，7， 29日， 右手背中央部に縦

図1. 症例 1，術前.

図 2. 症例 1，術商j.

図 3. 症例 1，術前.
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走する S字状皮切を加え， 10咋 extensortendonを避け

ながら兎蒋用エレパトリウムで 2-4中手骨間間隙の骨

間筋を中手伺・から剥離し，その advanci吋 をz試みたが

不卜分であったので 2-5f行間の践膜部背側に小縦皮

切をくわえ， laleral bandの切開j術を行なったところ，

各指の拘縮がとれ M.P 関節の伸 j長位においても

P.l.P.， D. l. P 関節の届 I~Iが μJ能となった

つぎに第 l中手骨間間隙を，その基底部から背側より

掌側にInlって縦υJし，続11"動j!lf:に注意しながら，鍛伎化

した第 l背<<t問問筋の起始部と短I:H旨屈筋・母J旨内転筋

の停止部を剥l荷ttし，可及的級浪組織を切除するに，母指

図 4.症例 1，術後 l年 9カ月 .

の内転拘縮はとれ，他動的に自由に外転できるようにな

る.

つぎに第 l巾予'自 ・大多角'円惜]関節を開き，関節軟骨

を削り，母指が対立位をとるように中手骨小説からキJレ

シュナー鋼線を車IJ入して同定しようとしたが，阿定が不

十分なため， 右腸什械から 3x 1 x 1 cm の'Pl串を採取

し，その両端に溝を掘り，第 1・2結2中子骨聞に跨らせ

て，母指と示指聞に pinchが可能な肢位に同定した.

つぎに同部に生じた大きな皮府欠損には，同側腹壁ーよ

り有茎皮弁を移植し，さらに腹曜の皮膚欠煩部には右大

腿外側から採取 した遊離中間居皮弁を移摘した.なお固

定にはデ./ー型ギブス包帯を用いた.

経過:術後腫脹高度のため， 2 ri目より 10 [J聞にわ

たって 296キシロカイン 10cc で右類部星状神経節の

ブロァクを行なった. や11後 3j嵐長|に皮弁の切開!f.を行な

い ;;週日より理学療法を開始する. 術後 7週半で退

院

術後約 1if 9カ月の所見は図 4，5のように右手は機

能的良肢位にあり pinchも grasp もかなり強力にで

き，工湯での機械の運転にもほとんど不自由を感じない

という. なお移植骨は図 6のごとし ょく総合してい

る.

症例 2. 金O棟0，20才，男子，無職.

初診:昭和 33，9， 17 日.

主訴左手の変形と把握障害.

既往歴，家族歴.特t己すべきことなし.

現病歴:昭和 33， 2， 19 日乗車中のオート三輪Jriが

転倒し，左前腕の複雑竹折を起こした.ただちに某1'1'円

院に入院.受傷後 2日目腫脹の去らないままにギプスl占i

定を受く. 1カ月半後ギフ。スを除去し，左Tの変形と機

能障害に気づく.その後7 ッサージを約 5カ月受けたが

改善せず.

図 5.定例 1，術後 I年 9カ月.

図 6. 症例 1，術後 1年 9カ月.

ド
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局所所見 :左前腕の中央部に外方凸の変形があり，異 遷延治癒骨折に対して骨移植と キュンチャー釘による観

常可動性をみる. 肘関節の屈伸運動はほぼ正常である 血整復術を施行. 第 2回子術;昭利 33， 11， 6 f:I， 

が，前腕の回旋運動はまったく制限される.手関節の運 2-5指の}&節背側中央部に，M.P.関節より，P. 1. P. 

動はほぼ正常 関節に達する正中縦皮切をくわえ，各指の向。111において

手の変形は，匡I7， 8のように，ほ指は強く内"去し， lateral bandの oblique仙 resを注意深く三角形に切除

M，P.関節の運動は不能であるが， 1. P.関節の屈伸はか したところ， 51'J縮は緩解して M.P.関節の伸展と P.1. P， 

ろうじて可能である 2-5指では M.P.関節はいす'れ D. 1. P.関節の屈曲がほぼ可能となった.ただし，M.P. 

も90。屈曲位をとり，同位からの屈曲は可能であるが， 関節の完全仲震は手関節を屈曲位にしないと得られなか

伸展はまったく不能. P.1. P.， D. 1. P.関節は伸展位をと った.これは longflexorにも拘縮がおよんでいること

図 7.症例 2，術前.

図 9.症例 2，術後 I年.

る 2-;，指の M.P.関節を他動的に屈rUIさせ intrinsic

111 Llsclesの緊張を除けば 1.P関節の屈曲は可能である.

また各指とも関排不能である.上記の変形は 3，" t旨に

強く 2，5 t旨には比較的経度である.手関節の筏側部に

ギプスの圧迫によるとおもわれる椴痕をみる.また手関

節より末梢全域にわたって知覚鈍麻あり x線学的に様

尺'訂ーの仮関節をみる.

手術所見 : ~n 同手術 ; 昭和 33，9， 25 IJ左前腕の

図 8.症例 2，術前.

警ト

/ ' 

図 10.症例 2，術後 l年.

を示唆するものである

つぎに第 l中手骨間間隙を背掌側カミらそのj主l底部まで

縦切し，[<1:1旨内転筋と第 I背側骨間筋を切り，さらに椴

痕化した組織を完全に切除したところ，始めて舟指の外

転が可能となる.iTn背側骨間筋の変性は比較的経!変で

あったが，f引旨内転筋は完全に峨痕化していた.

つぎに第 1，第 2中手骨の対向田の骨膜を剥離し，什

移植せんとする部の骨膜を剥離した つづいて第 1111手
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什，大多角fll lJJ関節をひらき，関節軟'I~ を切除し， I ~I手

伺小頭より ~ilJ人したキJレシュナー銅線l乞て母指を対立位

に|判定した.また右腸骨稜より 1x1x6cmの刊:~'I を採

取し，その両端に泌をほり，前述の骨膜剥離部に阪合さ

せ，母指裂|殺を確保した. さらにキルシュナー銅線を第

1，第 2IfJ手'月・と移値'円にa:fi重させ同定した.

1-2 指聞の広範な皮Ii号欠損には下腹部から行~皮弁

をß;~直し，さらに腹壁の皮肉欠損部には右大腿外側から

遊灘中r:jJ回皮弁を移植した 術後包帯による仏1定を1-)'な

っ.

経過 術後 2週日に皮弁の切離を行ない，その翌 Hか

らリゾーjレ浴，軽い<':;サージを開始した.

術後 l年の所見では図 9のように，左手は機能的良枝

仰にあり ，pinch， grasp も可能である. 搾7)はかなり

減弱したが，オー トパイ の運転写に不自由を党えない.

なお移植'自は図 10のごとくよく癒台している.

図 11.症例 3.

症19IJ3. 李O総，35才，男.

初診 昭和 32，11， 16 日

主訴 :右母指の外転不能

現病1電 :約半年前転んで右ほ指の M.P.関節を強く突

き，間関節の脱臼を起こした.ただちに整復し，高IJ平岡

定を受けたが腿脹が強く， 1カ月後には後述のような変

形をしめす.

局所所見 .凶 ll，12のように右手は明らかに inlril1-

sic pllls pos山仰 をとる すなわち， 母指は強く内転

し， ほとんど予掌内にかく れ， 外伝はまったく不能.

M.P.関節は自動運動不能であるが，他動的には 60。ぐ

らいから 90・ぐらいまで屈曲可能 [.P.関節の運動範

j羽はほとんど正常

第 2， 3 j行の M.P.関節はいす'れも 30。屈118位をと

り， 屈曲は可能であるが， 同位からの伸展は不能.

P.l. P.， D. r.P.関節はいずれも伸展伎をとる.M.P回関

節を屈 rHIすれば 1.P.凶節の屈l也は可能となる.開排運

動も不能. 第 ~ ， ;;指の運動はまったく正常 知党J員;常

はない.本症例は精神科に入院中のため，手術の施行は

凡合せている

考按

以上我々が経験した症例はいずれも明らかに iscl山エー

I1llaによるものと考えられる Intrinsicpllls hand を

きたす原因としては ischaemia， spas爪 自brosis の 3

{j-ーが学げられているが ischacmia としては孜々の症例

もぷすように，腕の外傷後手を7含んで圧迫包帯やギプス

等で緊迫された場合がもっとも多い.すなわち動脈血の

流入が妨げられて1fJj・神経 -筋膜 ・民nなどはいずれも

ischaem iaの状態となり，筋肉が fibrosisを起こして払l

縦iを発生するものである また，前腕の動脈 ・上腕動脈

の拡11あ後等にも発生することがあるとされる.

先生の状況に関しては前腕におけるフォノレク 7 ン拘納

図 12.症例 3.

とまったく同じで，フォ lレク 7 ン拘縮に伴って発生する

こともあるし，また単独に発生することもある.また，

ischaemia の状況によってはさらに|仮局性に現われるこ

ともある.我々の症例3は榛側の 3j行にのみ拘縮をみる.

つぎに intrinsicrnllsclesの spasm が長期間続く場

公，その拘縮が固定される.こ の場合，筋肉は最初関節

の悲痛を防ぐために拘縮し，さらに，筋自体におよぶ刺

激によって関節の拘織を起こすのである. リウマチ怠訴

における intrinsicplus hand はもっとも普通にみられ

るところである. その他 spasm による拘縮は Still-

ClaufIard 症候群や，また縮病にもみられる.これは(.111

経に対する病勢が非常に緩徐であるため，ある期間内で

は神経が刺激されている状態にあるからである

Fi brosisの型でljJわれるのは intrinsicJnuscJesにた

いする直接の外傷や熱傷等であるが，その持徴とすると

ころはごく部分的に 1*か2本の指に限局していること
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いて術後の腫脹がはなはだしく ，患者の苦悩が大きく，

効果も不十分であった. またかなり長期間手を nOI1.

[unclional position に同定しておかなければならない

欠点もある.

限局性阻血性拘縮

2) Laleral band seclion 法(図 14):本法は Bun-

nellによれば intrI川 icmusclesの機能がまったく存在

しない場合に行なうとされている . 非常に侵~が少い点

で優れているが， Harris らはときに変形の再発をみる

Oblique自bcrs

図 15.

図 14

図 13.

'rrallsvcrse自bers

である.

木症の変形は 2-5指の か1.P.関節屈曲位 ・末梢2m
節仲展(¥Iおよび伸展せる母指を手掌内に握っているとい

った特徴的な状態であるが， 定例 1にみられるように

D.LP.関節は例外的に軽度屈曲1立をとる.これは P.I.P.

関節が過伸展イ立をとっているさいに深指屈筋院の緊張が

増加するためである.

つぎに 2-5指の開排が不能なのは，これらの M.P.

関節が屈1Jl.1(立に保持されているからである.また周知の

ように， intrInsic musclesの機能には 2つあり， 1つは

M P.関節の屈曲を，他は 1.P関節の伸展を行なうので

あるが，その聞には非常に微妙なバランスが存在してい

る. したがって M.P.関節を他動的に十分屈曲させて

intrinsic ll1L1sclesの緊張を除去すると T.P 関節を屈曲

することができる 患者は拳をにぎることはできるが，

把慢といった重要な機能が不可能になる.そもそも物を

担握しようとするさいには， f:H~の尖端は他の指の尖端

l仁対立し， 2-5 mの M.P.関節は約 "15
0 Jm Utl位，

P.1. P.， D_ l. P.関節は軽く屈i甘l位をとるのであるが，本

症では手をこの位置にすることは不可能である さらに

付指も強い内転位に拘縮しており，まったく担医するこ

とはできない.

手の*，';巧な機能は longf1exor，long (;xtellsor， i川f11ト

"仁 川L1scles の3告がバランスを保って始めて正治'に行

なわれるが， intrinsic Jlluscles の機能を:たったこの状

態は，これとまったく反対の変形である claw handと

同織に非常に不自由である.本症の予防には前!腕手部の

緊迫包帯を避けることが重要である.

つぎに， 外科的治療の要点はまず指の lateral band 

の緊張を弛緩させることと，母f旨裂隙を開くことの 2点

に要約される.

第 1の laleralbancl の弛緩法としては次の 3つの方

11:がある.

l) Stripping operatio日または advancementoper-

ation (凶 13): BLlllllellによればもし inrtinsicmuscles 

の機能がいくらかでも保有されている場合には本法を

行なうが， まったく機能不全に陥入っている場合は

lateral bancl の切腿術を行なうのがよいとしている.

Advanccment operation というのは何間筋を中手骨か

ら剥離して，その起始部を M.P.関節が伸展し，l. P関

節が屈曲する位置まで前進させるのである.しかし，本

手術法はかなり佼裂が大きく， alraull1atic の観点から

してもあまり好ま しくないように思われるし，その効果

も不十分ではないかと思われる.事実我々も症例 lにお

L
F
一?
F
L

一一



自bre をのこし， exlensor component である obliqlle

自brer の三角形の領岐を切除するのである.もし I.P. 

関節が十分に屈曲し，M.P.関節が過伸展位をとらなけ

れば obliqllefibre の切除が適当に行なわれたとみてよ

い. Fowlerのいう ように， M.P.関節が過伸展しないか

ぎり ，I. P.関節の伸展は longextensorのみで可能なの

である.我々の疲例 2においては この切除が適当に行な

われたものと思われる

第 2の内転[立に拘給した母指を聞くという問題につい

ては，BlInnellは第 l・第2中手骨の背側結合部から掌:

側結合部にいたる皮切を加えて第 I中手'円間間隙をイー分

に聞き， その問に介在する拘縮せる筋肉を1'lから剥縦

し，自brosis の砲度にしたがってt;JJ版sまたは切除すると

述べている.また聞かれた母指はキノレシュ ナー銅線によ

って l 次的に， 或いは第 ト 5f~ 2中手1'HmをとめるfT
)十によって永久保Jに保rfされなければならない.皮Ii可の

欠担1~'ill にたいしては腹I).~からの pedicl e gra flが望まし

い.また f'J.移.fuせをしないで母指の対立運動を保持しうる

ような症例にはllill移植を行なうとしている.我々の症例

では第 I中Y'Fl問問隙の 日brosis が尚J交であったため

いずれも脇'1うから採取した'月串によって，第 l中手'月間

間隙を!被保 し， かつ母指を対立位にl剖定した.

なお皮!間欠損部の補填と して abdominalpedicle flap 

よりも図 16-18のごと く手背よりの rolaliollfla p の

方が術後忠者の苦痛が少くてすむのではないかと思う.

結語

以ヒ我々はl珂らかに不注意によって発生したと思われ

る子の局所性阻血性拘縮の 3例を経験し， うち 2例に予

術をおこない，いずれもかなりの機能の改善をみたので

ここに報告し，併せて本症の本態手術法等につき考察を

加えた.

ご:fill専なご指導を賜った恩師片山教授に深謝する.

8月1961年科タト形

という.術式は簡単で症例 1において行なったように，

撲朕部の背側に小縦皮切を加えて laleral band を切

る.

2) Liltlerのreleaseoperation (図 15)・この手術法

の特徴は指節関節上にある inlrinsicmllsclesの exten.

sor component を除去し， M.P.関節における flexor

整巻 12・号 9756-(曲)
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図 16.

図 17.
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CO'HpOIlClll を保つことにある. 手術法は l'v('P.関節か

ら P.]. P.関節にいたる基節の背側に midline incision 

をくわえ， exle川 or aponeurosis の両側を展開し，ln-

lri nsic m lIsclesの flexorcomponenlである lransverse
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前腕に街iをつけて眠り ， 圧迫したために生じた ll1-

trinsic pllls ltand を経験， これに対して i nterossea 

adva川 ement と oblique品bre を一二角形に切除し， 術

後 I.P の屈山， 伸展ともに可能， [~J指の内転拘縮は

inlerossca advancemcnt と obliq ue fi bre ¥;1)除でかな

り改苔されたので第 1-2Lll子行は[，，，t定しなかった 術

後の11央闘を供覧する.

28. I 二 月五外傷性十I~i 縦麻持ljよifffの機能回復

大 J友好也 日l 村 i~î. ij J 'i~J; 止に l1-:弘

厚生年金二[>:，@終形外科病院

JJ岐における外傷性神経麻咋忠ι 18仔IJ( [1腕神経叢

庶J!1f 1 例， 校 -j'j' j:Fj 1経麻庫 10 仔IJ，止 I~ 1神経麻l'草2例，

尺17神経附;州3仔IJ，悦，尺f'J--i'1神壬!耐ヰ[1例，続.Jミ'月，

iFA1r41経麻吟[1{i!J)について， 今般の神経附:時治療と同

時に， .-¥. T. P 使用，並びに積極的に整形外科機能"If[練

をiJない，その回復状況を.ill求した.

-1dlZに神経腕()'4':の j二後は，その原因および陣容程度比

びにそれに対する処置の11年期弘びにその方法のL、かんが

重大な影響をもつものと考えられる.

一般に完結;より訓練開始まて‘のJg@jの長期にわたるも

のほど (5カ)J以ヒ)， 訓練Jgmuも延長すると同H寺に，

その予後も良好でない傾向がうかがわれる.非手術例で

は発症より訓練までのJgJI日jが大体 1カ片以内のものが多

く，治癒までには発症より 2-3 カ月を要している.ま

た子市例でも発症より訓練までの期間の短いものほど，

予後も良好であることは注志すべきであろう.さらに訓

練までのJlJl，自の長いものでも，機能訓練により機能[，，1復

が目立ってくることも見逃せない.

ホ T.Otsuka，T. Tamura， M. Miyatake. 

ここにjヒ立 Fべきことは， J→腕骨骨折の卸111I的治療時

に伴うところの侠骨神経麻怖であるが， これの回復に

は，早期治療にもかかわらず，比~!交的長時十 l を~すると

いうことを銘記すべきであるl'長近この砲の外傷の泊}JIl

傾向がうかがわれるが，その処置に当つては特に卜分の

時l志を配ることが必安である. また機能JII[*東に子術例で

も神経縫fTを行なわない例ではできるかぎり早く 1週

間以内に開始するよう好めている.

さて行，肘関節i¥および自ij腕の運動の障害は， .1→腕 'j 'l 'j~

折の兼発或いは隙IFi例に多く JIF切されるが，これらも機

能訓練の開始とともに漸次回復していっている.

腕|刻i1i'iの背屈運動の[IJI復でときに興味深いのは，背届

(ー)，何度という状態から， 急に(+)，何度となり ，

20-:30 11のうちにIt泊-状態に復することである.

神経麻怖に伴うところのその支配下の筋の変化は，

2次的に i正常な筋との問にアンバランスも生じてゆき，

適当な処置を加えぬままに，いたずらに経過が長期にわ

たる場合には，その程度はますます増強し，もとの単純

な腕:嬉fの織相より筋の萎縮並びに関節拘縮等の入り混っ

た複雑型となり，これがまた治癒をますます困難となら

. 
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症例

治癒

はり運動機能不全のままであることは当然子恕されると

ころである.

さきに孜々外傷性作IJ経麻仰の子後が不良であることを

銀告したが， 神経麻揖i発jfl~ と I ，}J時に適切な A般の神経麻

舛〔治療法とともに A，T.P. 使用並びに積極的に整形外

科機能訓練を行なうことにより，今後はかかる問題につ

いても漸次解消してゆく気運にあるものと思われる

しめている.この関係は手指の各関節運動の161i主状況を

みてもわかる.

これを要するに般に外傷による神経!床応は，その

まま放置しておけば，その支配下の筋肉の委縮をきたす

ことは当然であって，この点を卜分情立せず，もつばら

神経麻療の回復にのみ重点をおさ， 治療を行なってい

ると，たとえ神経麻煉がl司復したとしても，その3支配ド

の筋肉の芸新i変化のため， Jf:.常の機能がプ[f'ドできず，や
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となり ，改待がみられたものは 77.8% となる

神経別にみると，友 2のごとく運動機能の子後は挑ヤ!

神経がもっともよく .22例中 1:>例，68.2% が冷徳、し

ている これにJx:し， 尺'i1神経においては， 29例 ![I

13例，44.8% が治癒，9例が不変であり ，もっとも成

約は思いー知党の予後もほぼ運動に準じている.

子体J方法7JIJにみると (表 3)， 神経須l離術の予後は圧

倒的に良好で， 27例11125例，92.6% は改持されてい

る.ィく変は 2例.7， LJ 9oにすぎない.病変部切除縫合術

は恵く， 9例， 34.6% に機能の改喜子がみられない. 神

経補rr1i，柑 3例111 イミ変 2例はl血管Jnt媛片佼HJによるも

のであり，治癒 l 例は I~l 家1'4 1終移植によるものである .

受!お機転と予後との中1'11均は (表 4)， 日IJ似によるもの

が非常に感く 28例1fl 11例は不変である. これに比

し，'rJ折， JHJn.;閉鎖性外傷による l5例は 100% 治

癒している.他は比較的良好である.

受傷手術までの期間と予後との相関は(ぷ j)， 受傷

後 3カ刀以内i亡手術を施行した例においては，令部機能

の改善がみられている しかし軽快 5例Iflの 4例は，尺

骨神経麻悼であることを思えば，少くとも小子筋萎縮が

著明とならぬうちにTiMを胞行すべきであると考える.

友 6， 7， t立体J後l叶彼の兆が見えるまでに主主ーした)IJ.li/¥J

:22.290 Rfi自]21 作から 34;fーまでの戦後 [，];r!:札慶大整形

外科をみれた t肢末梢神経麻庫患者は .132 f，で， 令 外

来!J:'~7!i' 71820 ?sの 0.60% に相当する 神経別にみる

と， 挑11'神経 131f7iJでもっとも多く . 以下尺'1'1神経

117例，正111神経 92例， ヒ腕神経~麻州 63 例，分娩

麻姉 21例， その他の賂!となる.

これらの末梢神経麻f車患 r，のうち，.138 1"，が保作(I'J治

療をうけ，倒的l的治療は 92名に施行している.在日J(lt的

治療は， 神経の切断されているILJ合を除き， 受傷後約

2カ刀の保存的治療を続け，効来のなかったものに対し

て胞行するのをl忠則としたものである 92例のうちに

はl限移伯仲i"'例，関節同定術 2例が合まれる 特に予に

関係の深い桃什，)ミ骨 ， 正 I~J経神についてみると ， 紋子

{町村1経数は 96で， 各 33， -13， 20となる 了中町方法

は，病変~\il切除縫介術 42 {7iJ，神経1M再It術 38例，神経

転位術 10例， 1'41終補填術 5例 (うち臼家神経移柚

3例 ((ft代 I(U凝J'i使用 2例)， 相11経腿摘11¥術 l例 となっ

ている.手術)Jf1l1j郎!立は表 1のごとし挑何判l終では l:

腕に多く，尺'1守神経では肘， Jiijl胞に多く ，正I11神経では

I)ij腕に多い

これらのうち，r後を調査し得た 63(7IJについて，そ

の手術成総を紛:介判定すると，

治癒 36例 57.1% 

軽快 13例 20.7% 

ー」

) 1付は予後，~~ ft例数.表 1 村I終別下仲Jノ与法，ltびに手術部(立 (

子{布部位

神経Iffi
摘:1:J1符

hlì~民術

手術)ii止

+1: Ur術刻l離術

被手 Þ~J ~11 
神経

終{9IJ数 A 雷

縫合 í~J

1 (1) 

1 (1) 

0 

18 (12) 

11 ( 6) 

7 ( 5) 

21 (21) 

6 ( 5) 

25 (16) 

4 ( 4) 

2 ( 0) 

0 

1 ( 1) 

IUI管
血祭片

O( 1) 

1( 1) 。

臼家
相11終例

1 ( 1) 

l( 0) 

1 ( 0) 

10( 6) 。
17 (14) 

13( 9) 

8( 4) 

38(27) 2 (2) 29 (18) 34 (2']) 31 (19) )
 

'
I
 

(
 

l
 

2( 2) )
 

市

aA(
 

。4U10( 6) 

R 33(22) 14( 6) 

U 43(29) 18(13) 

M 20(12) 10( 7) 

計 96(63) 42(26) 

本 Y.Yabe. 
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表 3. 手術方法別治療成絞.

運動機能 知覚(触党)

正常鈍麻脱火

表 2.神経別手術成績.

運動機能

治癒 軽快

(触党)党匁1
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8 30 1，1 

内 l例は，検tt神経深伐のみ.

1吋 l 伊J11 ，侠骨神経(~肢のみ .

13 35 63 

*1) 

ホ2)

協 'l~ 神科 22 例中 l 例は深校 ， 1例は浅校のみ

表 5. 乏ltii長千術までの!明白と予後.表 4 受1M陵中1、と予i長
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表 6.術後l，il1反の兆が見えるまでの期間(神終別).
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34. j 5百112.9% 

90.2% 

95.2%は 6カ月以内にその兆がみでえいる.3年以内の

2例は，徐々に発l3Jした外j又肘における神経転位体Jであ

るから， 6カ刀以内に回復の兆が現われ ない場合は， I日l

復の望みはほと ん どないといえる.矢!JJ1の回復において

も， 90.2% が 6カ)]以内に一段階 t界している. 知:rt

麻型車j或の縮少を メノレク7-)レとすれば， この期間はさら

95.2% 

である.注'動機能L 麻痔筋の機能山現まで，また神経

剥離並びに転iすj仰において不全麻搾の存するJb;{7は， f切

らかに術的より機能の回復が凡られた時期をとり ，知Jt't

は触覚のみを対象と し， 脱出のある場合はそれが鈍麻に

なった時と し， ~It麻のみの場合はそれが消えたl時期を メ

ノレクマーノレと した 運動機能上 112.9% は 1カ月以内に，
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表 7.術後回復の兆が見えるまでの期間 (手術方法別).
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以内

術式

剥離術

縫介術

転{屯術

制i理1術

神経腿摘 IIJ

63 

限移植に関しては，検'同 ，尺骨， 正司!神経l床局iに対し

て，それぞれ l例ずつ， Perthes Lexer， Poerenに準じ，

また上腕神経波麻搾に対しては Perthes，l-lassに準じて

1例，またJI1関節[，司定術 2例が施行されている.いずれ

も中等度の効浪をあげている

質問 難ir1i.14t故(長大)

神経剥離術の効果は症例によってはあまり則待できな

い場合が多いと思います. しかしただ今の成紛ではJ刈離

術は切断縫fT術よりはるかに優った成績が出ています

が，ご発表の症例についてこの|尚子術法のし、ずれを適用

するかの適応決定上の似犯をどのような[，Ij_におかれたか

お伺いします.

答:矢部付i(慶大)

当教室の方針としては，神経切断のある場合を除き，

ー応子術肝において決定する.Jti浪を除去し，相[1経病変

音[1のlt枢から生理的食糧1)<による通過試験を行ない，こ

れがPJ滑にi必ずる場合はそのまま，通過せぬ場介にがJ変

部切除縫合外iを行なうのを原則としている.

12 8 6 14 

に短縮されるはずで，やはり運動機能と同肢のことがい

えるであろう .

下if;j方法別にみると， ー般に剥離i何における[r!]復の兆

は中く.縫0i中Iのそれは遅い.運動機能 l二前自のピーク

は 2il!B以内にあるに比し，後者は 3カ月を安する 知覚

上はがJ&. 2週にJtし，後者は 6カ月を安する 知党 tは

iJij，者 2週に比し，後.x.は 6カ)J以内となる 全体として

は， 運動， 長n1tともに 3カ)]以内がそのピークを占め

る なお鍋l出lHi-jにおいては術後 3fl [ヨに完全麻煉筋の運

動機能の 1t~射をみた例がある .

運動機能の改普をみない 14{fIJについて，そのヒ霊!I点

161を調べてみると，尺'Vl神経にして受傷後手術までの期

間が半年以 lのもの 7例， 感染 2例 (うち I例はH:IAijに

おける感染巣)，IUl1'¥"J包楽片使用 2仔IJ，w-i変 i~l切除不卜

分なもの 2例，創が大きく ，神経に沿って搬伎が 10cm 

にもおよぶもの 1f1iJである さらにこれを助長する閃子

として.級担語大なるもの 8例，腿切断を{、1¥うもの 4例，

jJJ予休Iのもの 1f1iJ守:をあげ得る.

2 13 12 計

ー「

-< 
『
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30. Carpal.tunnel syndrome 

I~':j i手|白人 森永 :r'!."! 
J 

位、 j訪日赤病院格形外科

fVi'''lの4VjE会で.d一中神経l:liLHi'.i1民mーなるものを提Ii[¥

したが. その111の lつに carpal.lllllllcl 'y"clrrnc があ

る.Trallsveroe carl'al ligamelllによる IFIド神経圧迫の

ために起こる組候群である，1913 {I: ~I a ri c ， Foixの発

見以米， 比較的稀なが':t:と与えられていたが， 1950 "r 
Phalell の十日合以来. 多数の'下手?による多数例の十世合が

あり JJJ{lc米|司においては pOI'"lalな疾忠となっている

11";、においては宇liffI例がほとんどなく .その(:ftiを民間

続していたが， イ""i1 )~J1、品け亦H;{燥病院j佳作以来 ，

すでに 7{1IJを終験しみ;扶!l~、が 11 4:においても稀なもので

ないことを知ったので ‘ 治療 ~Il数の少なし、 i 例を除き .

6例につき槻合いたし大方のご批判を乙うとともにいさ

さか紅、見を，tし述べたい

症例の9.l.k別は 2-七 年令別は :;0J' 3， 30才代

2， 20 -t代 lで 21才代の例は|刈nllJにはられた.表の

liij、|モにE!?かれた 3例はいずれも下術品i例で， ?l'~ 3 {1IJをの

ぞき ，2 {ι 10 %と長期にわたって存fとしており， い

ずれも GJ脂球筋委縮のため進行性筋委縮技の診断のもと

に治療されているのは興味深いものであった. しかし本

疾忠には 1[111終終支配域の知党5Y常またはH麻が荷HJJに

あり，初期には佼中にめざめて，知rt5't1'l誌に気づくのが

普通である したがって初期診断にち当つては，知党異常

をは出すことは悶難で，手関節強度背即位に 60秒、ほど

おき ，後に知覚検査をして異常を発比することが多い.

搾)Jは減少している. 運動障害は lllll判11経文配の In.

lrinsic 11l1l sc l e 群にあるわけで， 向:f行外 rlü~不能，小街基

部，小指との対立運動不能，削旨完全{III展不能等が現わ

れてくる 筋'，~12<1で短 l寺指外転筋に 自brillalion vollage 

が現われ，発if減弱を児，診断「の 1助とし得る

症例 1 磁0， 55才， 女子，労働者 2年前より特

日己すべき誘閃もなく ， 労働後に手. 析にシ ビレ感があ

り，注射，灸等が行なわれ，進行性筋委縮症として行な

われた治療も効采なく，我々のところを訪れた 症状は

liIj，)Gのいずれもが定想的に現われ，筋'，ut史1，発汗試験も

前，;己のi湿りであった 入院後全身麻砕のもとに駆[[11;需ーを

ホ ~. "rakagish i， T. ~~orin aga. 

つけ町30111lllllgまで l二げ S)担のυIjI}HにてT関節fUI側

をあけ，泌t'll初併を切り子学筋を横によけて，深t黄籾帯

を切断するに.中央部に肥大した正IIJ伺l絡を凡.横籾帯

の11]央計1;よりぷ何?にかけて(1色目、ド化している 横籾帯

切断後数分にして，この丹1;もlfi:色肥大し正常の大きさに

復川した，I支|ご縫fTをなさずただちにl芝府縫合をなし術

を終る，ni後はJLiU包帯，ギプス h'rlJ子使片jによる大包帯

法を行なった F- Wï~行 1 11にすでにj;fl党防守は完全に回

復しており .や|引を 1i居間 11の第 11"1包待交換H与すでに機

能防 tl.j~もほとんど完令に 1"1復しており，術後 10 flliに

は，pi Ilch. abduclion，小指法滞への連動も完全に回復

しており ‘わずかに術後 2週間で l年前に中JI:した労働j

に従川している.

症例 2・発注後 10年を経過し，症状も第 l例より尚

度であったが，術後 2週目にして知党麻仰は完全に回復

し. 1，昆イ i~ ;J< r谷その他の後療法により術後 l カ)Jにはす

べての運動は正常・にi):iJr}した

症例 3 さらに効県民jであったが，いずれも術後短時

Hの11自に数千Tにわたる百円高から解放されており .予の手

術のうちでもっとも効果的と考えられる位例の lつであ

ると思う しrpSCOllll もその論文の中で午前中本ももて

なかった忠呂が午後には本をもつことができるようにな

ったと述べているがまさにその通りである.

他の 3例は1重々の事情のため子体Jをhts;えずに外来治

療を事 品IJf装若，Precloll i II O，5cc 1週 2回ずつ局/J:，

RheurnasQIl 1 1.1 6錠内1mを行なった患者であるが，君子

Oの 23才，伝子，発生後 20 flの例だけが， 1カ刀の

前記治療により完全治癒をしたほか，軽快というにとど

まり，発病 2"ドの例では見るべき効果を仰なかった

むすび

以ヒ簡単に carpal.lllllllel s)'llclrome につき述べた

が，つぎのごとき結論を得た

1) LJ円切開の経験はないが， I;iJ開自IJをひろげられる

志味で S明切開のブJがよい.

2) I例クーレンカンプで行なったが，1'術の難易差

は認めなかった.

3) J.i付効来は，手の手術症例ql伎俳の lつであると
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思、 う.

4) 症状発現後比較的短時日のものは保ィ字的療法の効

果も認めトれた.したがって早期発見が宅ましい.

発言 岩j京資j者 (慶大)

Carpal-tunnel syndrolllcが 11本にもある 必すe しも

そう稀でないということを示していただいてありがた

い.我々のiヨにとまることの少いのは内科医などのとこ

ろで筋委縮などとしてあっかつているものがあるかもし

れない 我々整形外科医，手の外科医は目を見開L、てか

かるものを探し出すようにしなければならない.

発言 ; 且11造達也(新大)

1) ただ今ご発表の例中，かなり長期間本記 A状を止し

ていたものも術後迅速完全な治癒を見たとのことである

が，私たちの経験では必ずしもそうでない(その l例を

スライドでポす)• 

もしこの部でil二lt神経の部分的 de山 rvallOllがあり ，

それが長期間[iJJ復しないでいた場合には神経学的常織か

らも，必す、しも迅速に回復しないように思われる.

2) '"1科においてもこの 2，3年中に数例経験してい

る. この症候群は注怠してみれば往々遭遇するものと

思う .なお仁肢において末wi神経が種々の病変を呈し不

完全麻仰をきたす部位はヲ _，j~ carpal-tunnel S)吋 rOIllじ

ゃ， ~ti桁:変J~jXばかりでなく ， 羽!め Wright's s ~' 1I 

drOllle， pronator sYllclromc 等，ところどころにあるこ

とに留意する必要があろう.

答 .高岸直人 (広島日亦)

Carpal-tunnel syndrome は米同へ参りますまで見た

ことがなく ，行きまして後に毎週 2，3.;7，ぐらい子術をし

ておりましたがその成績は必すーしもすべてがよいという

のではなく ，その発生する臥凶によって差があるのでは

なし、かと思う たとえば今幸lifTされた例のことく inrec-

tiollによるものは治りが悪いと思う .我々の例は 3例

とも好効果を得て米国における印象を変えねばならない

と号えたほどであった.我々の 2例は内科より送られて

きたものであるが，内科医との連絡が必要と恩う .

追加 ・伊藤忠j'/(11医大)

演者の報告例は，成Ij的j拘束を得られたものが多いとの

ことであり ，I日島助教授は劇的効果の経験はないとのこ

とであるが，1'1、は最近 48才の男工にT体Jを1jない劇的

な効果を得た.岩1);-[教疫の発昌のごとく ，_，j~j唱に少いの

ではなく ， 見逃される}以L討j合が多いのではない泊かミと

れ今米同において多く経験したごとく，定1目的なものに

は劇的効果を得るものは多いと}[lわれる.定Y型的と思わ

れた在、の~IE例の l診断の恨拠の l っとして F関節強度掌屈

位持続後のJJA'f1I1経領域の広州JE現をあげたい

31.凡骨神経支配の intrinsicmuscleω麻痔をきたした

ganglion ifi験例

:~ !:占京本 11'，):U-i ICiJ: 

大阪 rli_¥'!大学幣形外科教室

追加 半j是尚徳(~;医大 )

我々もガングリオンによるパij神経圧迫を経験した.

患者は 32--tの農家の主射で子H了時子関節髪の尺側より

出たガ ングリ オンが豆骨の中枢部で尺骨神経を掌，背1j[1J

Y.T。、oshima.Y. KonOll1ala. 

より正迫し，被l換は尺'白神経と癒着し絞挺していた.見Ij

出剥離によって症状の軽快をみた.

質問.宮島泰 (大阪市大)(追加に対する質問)

ただ今の迫加例についておうかがL、致します.このよ

うな症例については知覚鈍麻があるともないとも書いて

ありますが先生の例では如何でしたか.在、の例では知覚
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鈍麻がありました.N. ulnarisはい骨よりさらに高仰で

背側校と乍側校を出して手~?，手背の知覚を司っていま

す N.ulllaris の浅校→[，i;fイT折神経は小指にも分布し

ていますからくわしくみないと知党麻療は見旋すおそれ

があります.

答:平尾尚徳(慈恵大)

我々の症例はガングリオンが1，'1什の中舷部で尺干j村l経

を圧迫していたものである.小折， .s立指の掌I釘の知覚鈍

麻はあった.'1三背部の知党鈍麻はなかった.

32. 脳r'i:}，拘(fl停における 千'手:発iIムの{uF究

!: ~'I' t千i)::. 

長崎大''[:iif Jf;外科教'ゼ

孜々は脳性lf，f'l'草l怠荷の1.1政機能と 111巨神終機能とのIUJ

b乙なんらかの関係があるのではなかろうかとの観点か

ら，その研究の [f¥jlとして T掌の発作状態を知るために

極々の検計を試みた.従;長，1[1位制l終系lXiよiのうちで脳

卒[11における発汗の研究は数多く見られるが，いわゆる

脳性小児/JinVに関するものはほとんど比UIIせなかった.

下掌の発什に関して久町教佼は「この部のl[腺には不断

のうl'i&:'、があって，これが*ii1'111的性ぴに感党o'-J動機によっ

て急激にJi"1}JLIし，このけ1Mは大脳皮質にいたる粍々の[:日

さに想定される」としている. したがって服組麻姉のご

とく大脳皮質に防宮を有するJ訪fY， 予掌の発什異常は、竹

然起こり得るべき佐候と考えられる.被険t，および対象

庁は表 lのごとくである.

表 1

If..i検右および対Jl.i'{者

Hem i plegia .. . . . . .. . . . . . .・ 0 ・ 3例

Quadriplegia _1".1伎に麻wの去を釘する者 6{JIJ 

Paraplegia 

男y:5JIJ 男 9骨[J

女 5iJIJ 

年令・

7才 -19..t 

対照者 4例 (L.c. c. 忠児)

権 T. Tamaki (助教綬)， M. Shim山 1.

5例

がi/j'( iL!i '1:* 

長崎県立主主肢J.tin閣

検査方法

汗の検山i:)Oには Oclell& トIりf5lenの ;¥i ""吋"11 1:去

を用いた.すなわち白紙(タイプHJ紙) [に子守:を 2分

間密着せしめ， ついでこの白紙 lーに ["" Nillh、drilト

Aceloll 的被を散布すれば発汗部f立に ー致して紫色の后

色が見られる |判定紋として 95% Acelollに数川lの浪

硝円安を加えた液をti~媒とした 1 % 硝円安銅/f;液を用いた .

1) Pilocarpincおよび Atropine 試験 1% 取円安

Pilocarpi ne を休'T( Pro 10 Kg O. 13cc， 0.05% 硫酸

AlrO)Jilleを休，1';Pro JO Kg 0.23cc の;切手Tで皮ド注射

し，被検J雪は怖や{立， iiJ，j子学:を[，iJII.'H乙検有した.

2) 精神性発汗 .椅坐{立で 10分間の連続H音質Iを行な

わせ，[， ;JII与に検査した

3) J.Iー!叉側発汗(精神性)・左右各側臥仇をとらせ，

.i1!続日計算を行なわせて経i時的に検デモした.

成績

前述の Ninhydrin反応における Ninhydrin は汗中

の水溶性 Amino円安と結合して呈色反応を起こすもので

あって，汗の Amino目安濃度は中山，伊J漆らによれば，

発汗速度と逆関係にあり， 7. 8mg-O. 6mg の悶を変動

する.したがって我々の発汗プリン トを検討する際に着

色の濃度は第 2義的に与え，発汗市i積を主として観察し

た.

1) Pilocarpine， Atropine試験 HemiJ】legiaおよ

「
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表 2 . 上肢麻亦の左右差を行する jlÌ~ 伊l

{年 !，!;l Pilo. Atrop. 精神悩 庄一反側発j干末梢自律催忠病的
号氏名 性令{日IJ lest t白 t 発 iT /j射 神絡苅;状年数反射 備考

] 本O 男 11 R 

2 ~主O 男 16 R 

3 0川 9j 13 
(1.) 

4 0橋 女 11 L 

5 1110 95 

6 藤o !!} 10 
(R) 

7 ':;;jO ヲ} 15 

8 01[/ 女 11
IR) 

(+) L (+ )1. (+ )1. 
Rd-(+)I. 
Ld-(ー )R

Rd-)+ )1. 
Ld-(+)R 

RcI-):t h 
LcI-(占)R

RcI-(ー)L 

Ld-(+)R 

Rd-( + )1. 

Ld-(+)R 

Rd-(+h 
Ld -(:t)R 

Rd-(..L)L 
Ld-( +)R 

Rd-(土 )1.

LcI-( +)R 

+十

4朴

山
市

川
市

十

+仲

t'l 

表 3.Paraplegia および対照者

765ー(69 ) 

r民イ下型 (+)R 右側は

允ilのiif!，'~出せる

ことを示す

RcI :お側臥位.

Q(I.) Quaclri 

plegiaでた上肢

麻N置が強引、もの

(ー) (:t) 1. (+h 16 'l 

Q 
( +)R (+)R (+)1{ 13 'l 

(+ )R (+)R (+ )R 11 ゲ

Q 

(R) 
(+ )1. ゲ

10 守
Q 

(:t) 1. (ー) (:t) L 

15 ク
Q (+) 1. 

11 グ
Q 

(+)代

2昇
氏 名

佐 O リ3

10 0 永!万

11 牧 O 児

寸 12 0 尾女

. -_ 13 0 fll 女

14 柴 O 女

]1 小 o Ix. 

21 0 1:. V} 

Y 山 o Ix. 

4' FOIs 1，( 

千|

令
思
側

Pilu. Alrop. 精神性
lesl lむSl )t if 

Para. (-) (ー)

13 'l 

ヶ (ー)

(一)

8 

19 ゲ

11 'l 

nu
v

n

v
'

O
〆
u

l

l

 

(-) (ー) ( ) 

(-) (-) (ー)

(-) (ー) (ー)

(-) (ー) (ー)

14 

び 【juauriplegiaで u皮麻熟[に左手l差を省する 5例'114 

例に麻姉側の発汗低下が認められ 1例には発行:の差は

認められなかった Pcraplegia および対照者では差異

を認めなかった.

2) 精神性発汁 .麻療の差をイぎするもの 8例中 7例に

麻療用強側の発汗低 Fが見られ，1例では逆に発i干の僧

強が見られた Paraplegia および対照例では， 異常を

認めない.

3) 庄一反側発汗 :上肢麻療に左右差のある 8例中 7

圧-1λ側発行: 木村}白11t催忠術的
反身J *1[1終点I状{j:数反射

Rd-(+)1. 

Ld -(:t) ，¥ 

Rd-(-)， 
Ld-(ー)1{

Rd-(+)1. 
Ld-(+)R 

RcI-(士)1.
Ld-( +)R 

Rd-( -)1. 

LcI-(ー )R

RcI-(:t (L 
LcI-(+)R 

Rd-(+h 
LcI-(十 )R

RcI-(十)L 

Ld-(十 )R

(-) 混合唱

19 'l 

+ 13 'l 

8 ゲ

19 ゲ

+ 11 守

例に，健側側臥位で反対側， すなわち麻搾側に発iFTi首強

程度の低下が凡られ， 1例では差異はまった くなく ，本

例が<<rj~己の精神性発ì lーにおいて麻療側に発iF増強を認め

たもの と同一症例であるこ とは興味深い.また parapl-

egia 6例中 3例においても差異を認めた. 対)I_日例にお

いてはこれを認めなかった(表 2，3). 

考按

Pilocarpine， Alropine は主と して発汗機繕のぷ術部

に作用するといわれており，我々の症例では， この検査
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に|刻するかぎり麻療側の発if:;j-;fi'l機怖に機能不全のある

ものが多いとー見、与えられる. しかし，発i干の左白差が

認められないものもあり，この末約機能不全の以内を!i4

に木村'1性不動比!寸こにのみ求めることは，つぎに述べる穂

々の~~LLiからもできないものと莞える.精神性先行二につ

いては，その'IJ{立は大脳皮質にありとされ，したがって

これらのf部分に附';1;が存nーする脳性麻搾においては*，'itlll

性 5bl の ~N'/Î~・も起こ り jq ることが樗えられ，孜々の成績

もこのことをぶしているものと患、う.

つぎに11':-)叉側発汗においては， 本;}_，z射が大脳皮質を

介するものと与えられてる点から，み;起における皮質の

降台が lつの大きな factol であろう また paraplcgia

においても災前を示すものが~いことは，この反射弓が

皮質のかなり広範なJ部分に|均係しているものとffj定さオL

る.

33. IJiF機 指 について

'NI il主1i.fi:."え l楚先日'(行 付 1'. Ii:介ネ

長崎大学1有形外科教宅

以11均大判公'/{(Ij秩Jf;外科開"支以;帳、 6 WU¥Hこ外来を，vj ったものは比られなかった.

れたj削除折のjよi民 26例 32指を得たのでーこれについ :.1.，側別に凡るとl点人では右側 7伊1・1r.側 3191ト {UM~

て統，iU内側察を行なった. では右側 6例，左側企I{同IJ，耐'J側 6例でいずれも右側が多

26伊IJrjJ/求人は 10例 10桁， ;?L幼児は 16例 22指 くなっている. 成人では向側l'iJ叫にflV.I.¥した例はない

で，性別lでは成人 10例中男性 2例，久一性 8s1J (8090)， が，乳幼児では Id ，j~IIJ"ij叫に催患したもの 6 例(約 3 1 90 ) 

乳幼児 16例中男性 5例，9:.性 11例(約 3996)でいず でいずれも!剥旨である.

れのザIJも久ー性に多く，全症例の約 73%を占めている. つぎに催jよH行について見ると，成人ではl手術 3例，示

初診H寺の年令を見ると ，成人は 31..j-より 68..j-まで 指 l例， 'I'j行4例，政指 2例で'tj旨， /:H行，Wj旨. 子r~j旨

で，このうち 50..r代のもの 5例で半数を内め，乳幼児 の/1聞に多く ， 小J旨には比られない. 乳幼児ではl苦情 J8

では生後 3カ月より 12)ーにわたっているが，1 ..j-~代の 例，ぷ桁 l例， tLI指 2例，小指 l例でj手術に[1倒的に多

もの 7f9IJtJ¥ -iG:多く約 4596である. く， '1'指には凡られない.

また，乳幼児における51![俄指の発~，l. 1時 J~Jは組例により 治療法としては伸展位I~IJデ[，'!I定7' "/サージ. Js. g. 

まちまちではあるが， 1才未満のもの 11{0J (約 6996) 彼，ハイドロコーチゾンの局所注入守の保μ的療法を行

で過半数を j片め平均 12カ月である.

成人の職業では，!J:aはすべて主制であり，このうち

外傷の既往あるもの 3例で，その他は特tUすべき!(:[iJ:は

もっていない.男性はいずれも鉄工業に従'JCし， 1例は

熔銭'1'急、に版状を訴えている.乳幼児のJLj介は会例に外

傷の既往はなく ，また我々の例てeは他の先大性疾忠を伴

ホ 1.S山 Iba，N. Okusono， K. _¥rturakami. 

なったものが，成人では 3例， jji，1定と 7 ッサーゾのみを

行なった乳幼児が 6s1Jで，子H，jしたものは成人 3f9i]，乳

幼児 12例である.y~余のものは初診後， 治療)J針の説

明にもかかわらず来院せず放置したものである F 

全症例の 26例 32指について通信によるz泊食をiJ な

ったが.そのうち応答を得た成人 10例 10指，乳幼児

10例 13折に対してその治療成紡を検討した.

成績判定の;pf，l¥としては運動制限も熔痛もないものを
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表1. 治療成績.

優 良 uT 

1&: 干体J 2 

{米 F[ l 。
人

田正 空; 。 2 

手L
手術 8 。

%JJ i!t~ tf- 2 。
放置 2 

L 4 2 

島正，やや運動制限または広州があるが[.1常

生活に支障のないものを良 -l切1な運動制

|札熔痛の残存するものを可とした

全般的によよると俊 14例，良 7{9IJ. "I 2 

例であるが，成人について見れば，優は子

術例，保存例に各 l例，良は子i何例，保存

例，放置例に各 2例，可は放置例に 2例で

ある.乳幼児てすま優は子術例に 8例，保存

-;r-.. 

... 、・

例に 2ザIJ， 政世例も 2例で， 良がT術例に l例あるの

みで，可は全例になく手術の-f後はきわめて良好である

が，保存的療法や放置でも完全に治癒する可能性もある

わけである.

つぎに組織"t的変化を見るために 2才男子の長f;j:指服

筋|拠紛の I部を検鋭してみると，結合繊細胞の胤引によ

り1I巴J'tを示し，ところどころに若い結介繊細胞が散征し

また集族し， 一方ではこれがヒアリン係退行変性を起

こしつつある. 遊定細胞は特に見当らないが， 慢性の

miJdな Rtizが)JUわって漸次肥!宇してきたもののように

恩Lえる.

以 I~ ， わが教室における判i接指の忠存;を成人と乳幼児

とに分けて，よとの概裂を述べた.
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森田道明本松本義政塚本行男松井正太郎

九州大学整形外科教室

d iseaseが圧倒的に多く 97腿粉 72.9% を内めている.

ついで長 l苦情仲筋腿 ~1'ìの 1 2 血主計ì 9.0%，ついで長I:H行

屈筋j腿411およびIflj行屈筋l駐車内の 5服主将i3.8% である

治療

治療成総 .従米!腿納炎に対する保存的治療は，ギプス

シーネ等によるみ:，'ii' [，'ij定 ， 超短波ちの理学償法， ィ，~t布 ，

局麻斉1)の防19ft]'.!:lにす:が Eなものであったが，ハイドロコ

ーチゾンヲプレドニン等の強力な消炎fl'}円をもっ合成i，¥IJ

l肖皮質ホノレモンのllJ引以来，これらのl拠粉|付注入がぷみ

られてきている. まず 1953"f， sUlIncll， Uo¥¥'ard ら

が腿料i炎に対しハイドロコーチソンの局注を試み好成紡

を似たことを品if!?している.

孜々の教室でもH日夜130 "1ミ後半よりハイドロコ ーチゾ

ンの拠物内iJ:人をt試み，現在ではこれの使用が保存的治

療の主役をなしている 今回孜々は間拘130作 1月より

33 '1二6)jまでに外来を受診した 133例IFI 67例につい

表1. 治療成績.

2 

0
0
品

q

R
υ
n，i“

。，
h

2 

1 

三
日

17 

無効

1
1

A
U

η
ム

n
u
n
u

軽快

3 

2

1

0

0

1

 

。
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iiH恋

2 

5

3

3

2

1
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治療法

、イドロコーチゾン
i戸)it

プレトニン

趨hl波または他i趨 'T!，l波

内 md~ レドニン 型}
1イ Jレガピリ j 

i!l~ .(Ij 

ノボカイン
Inli't プロカイン J

I-IC(P)+屯以治療

HC(P)+混布

211;4治療+i!TI!.{Ii

湿布+内服

屯気治療+内 IJIi

ノボカイン h0註+
屯気治療(湿布)

ノボカイン +i!TI!.布+ギプス

ギプス

手のl他市j'i炎は fl常しばしば遭遇する疾忠であるが，わ

が同ではこれに関する報告は比較的少いー 孜々は最近

10年 6カ月聞にわが教室を受診した 225例の健粉炎

!:P、11について計下の統，ii的考察を行ない，さらにその治

療，特に保存的治療法について検討を加えた.

統計的観察

j，j'jl芝 11?l和 25年 1} Jより 35句6)Jまでの 10年 6

カ凡[/日に外米を受診した忠.g総数は 46087 人でそのう

ちTの疾忠辻.(/5は 2992人で 6.5箔をI'iめている. 手

のl地 '~í'ì 炎 !ll， r，は 225tタlで， 子の号、忠.¥H月の 7.5$屈を1上1

めている 外米旦lt'i総数に対しては 0.3"6である. 

.'J1~'Jt 従来のすべての内外の報fIはともに女性に多

いことを比ているが，我々の例も児 74人に対し-f.x131 

人で95[.(比は約 1対 2となっている

イl'令:欧米の文献によると腿桁炎はIIJ旬以戎いは初老の

折j人すなわち 40代， 50代の"1令lEiにもっとも頻度が

î: ・5いと叫~I; している .

1952年の いpidusの報告では 50代にもっとも多

く 33.3%を内め，ついで 40代の 29.6%，ついで 30

(~であり. 20 (~はわずかに 80 %に過ぎない.

我々の例では. 第 l位は 20代の 70例， 3l. 1% で

あり，ついで 30代の 53f7iJ 23.6%， 安i3仰が 50代

の 48例，21.30百であり， むしろ手?い婦人に頗度が高

い. この差がいかなる事情によるかつまびらかでない

が， ，即物炎の国l閃が ・般にいわれているように予指の頻

繁なくり返し運動等の機械的刺激によるという見地から

すれば， 主婦が大部分を占めるこの年令胞にj，jlm:が!高い

ことは当然と思われる.

左右差 O!l拘J30年 1月より 35年 6)jまでの 5年 6

カn間の 13:;例では，右に発生したもの 81例，60%， 

左に発生したもの 44例， 32.60ちであり，両側ともに見

られたもの 10例， 7.4% であった.

部位 ・135 例中 127例， 133'院鞘について部位を

明らかにすることができたが， 短{手指{Ifi筋腿!附および

長母m外転筋!陸相、を侵すもの，すなわち de Quervain's 59 

15. 3 

35 15 

59.3 25.4 

言ト

男百
ホ S.Matsui， Y. Tsukamolo， Y. MalslIII1ol0， ~\I ， Morita. 
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て遠隔成績を知り， その うち保存的治療を行なった 坊 のうち4例が治癒し，1例が経快，1例が症状不変であ

例について極々な保存的治療の比較検討を行なった. る. しかし安併のみで治癒したこれら 4例はすべて悲痛

ハイ ドロコ ーチソン (以下 HC と略する)またはプ 消失までに数カ月或いはそれ以 tの期間を要している.

レド‘ニン(以下Pと略する)の阪t約内注入による 17例 治療期間治癒または軽快したものについて治療に要

では治癒 12例制怪快 4例，無効 l例である.超短波，7 したJ1Jj聞を算出し，治療法別に比較してみると ，HC に

イクロウエ ーブによる理学療法では，6例Lj:l治癒 2例、 恋!学療法を併用した症例の平均 17 13がl以5であり ，つ

怪快 3例，1m効 1{9JJである. イノレカ、、ピリン等の内服によ いで HCまたはPfii独阪n靴内注入の 19 11，ついで HC

る4{9JJでは治癒 2例， 軽快 l例， 無効 l例である，HC または P に出布を併用したiJi液~Jの 22 [:j， ~ 4位は理学

または Pにl"H学波法を併用したものでは 8例中治癒 5例， 療法qi独の 3111， JH 5 uI:は1江主L治療に氾布をIJtHJした

怪快 2例， 1//¥効 l伊lである， HC または Pにi!u!.布を併 出ヒ例の 38 日である.

用した '1例では治癒 3{91j，将快 l例である 理ヤ療法に 全泊:171Jを HCまたは P使川例と)j使用例の 2併に大別

氾布を{J!'J目した 3例では治癒 3例，無効 2例である.こ して』よると ，使用{9IJの、匹均i'fi1i'i11数は 19 日であり ，非

lL2l軽快 - ;古慈

τ1 1/1 50 
94 
フ河

87 
83 

関 場 ~HC， P使用例
80ト ιラI 防 75 40 協

~HC， P jド使用例

~ 
l 際 1

32 
Eア

60ト 修:a じク1 liO:I liO:I 60 30 

~ 開
40 

-
』

内
U

F

、uF
h

u

'
A
II}
Aυ 

4
1
5
 

'
A

Aυ 

3
l
4
 

'
A
lιf
A
U
 

q
L

内

S

U
l
m
 

-
l
m
 

日

数

61 

20 

HC '，11: 内 HC HC ';0:れ下
+ + + 

療 気 IJf! ';0:気温布温イji 術

図 l 治療成績の比較. 図 2， i台絞期間.

れらの治山成債を例数 4以ヒのものについて比較しては 使用例は平均 27 flであり，明らかに JlCまたは P使用

ると阿 lに刀、すように I-lCまたは Pの局計一或いはこれに 例が短期間で治療効果をあげている.

i!品イ15またはl"liγ出訟を併用したものの成紡が優れてい さらに治!J.:tl羽iijJを納分して検討してはると， HC また

る.そこで保存的治療を行なった全症例を，HC または はP使用例では 10 11以内の短期間に全 26例中 11伊IJ

P使用例とJj二使川例に大別して比較してよよると，似用例 42，3% が治癒または軽快している -)JJド似JH例では

では全 29例Ijl，治癒 20例 69%，軽快 i{7IJ 24%，無¥ "I': 19例中 6{9IJ 31. 6% である.治療期間が lカ}Jをす

効 2例 7% であり ，Jド使用例では，30例Ijユ治癒 1.5仔IJ ぎると HCまたは P使用例， )jo~と ~J例にかかわらず，そ

50%，軽快 8例 27労， 無効 7例 23% で明らかに HC の後の 10 [1聞にはわずか数%ずつが治熔、または軽快し

または P使用例が好成紡をあげている. ているにすぎないー

保存的治療で無効であった症例lt4例にl健l附切開を行 結語

なっているが 3例が治癒し 1例が怪快している， 67 1陸相'1炎に対する HCまたは Pのj純輸内注入の注療成績

例[jJ2例は当初よりl雄踏切聞が行なわれともに治癒して は，従米の他の保存的療法のいずれよりも優れ，また治

いる.67例中 6例が安静のみで放置されているが， こ 療期間も短時 LIで効果をあげている.かっ我々の HCま
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たは P{Y_;川伊jでは治癒 69%， 終快 24%のl自jl、治療成

車fiをあげており .こ れは従米のllil! ~í'l l:Jm~1による治療成績

に比べてもさほど劣るものではない また孜々はただ I

jnjの HCまたは P注入で令治した症例 3例を経験してい

る したがって腿附炎に対してはかなり高度のほ質的変

化が字布しなし、かぎりはまず保存的治療.特に IICまた

は Pの|陪梢内注入を試みるのが妥当であると号えられ

る.

しかし治僚mlft¥JのJJ'(で述べたように司11C または Pに

よるi呆作的治療では約 80% が 1カ月以内に治癒.また

は軽快しているが，それ以後の 10 日間ではわずか数%

が治癒または料快しているに過ぎない. したがってこの

段階で.すなわち保存的治療 1カ月で組例によっては|健

桁切開を裂する必要があると思[われる.

文献 1) Lal川 11IS & 1匂nton: Arch. Surg.， 64， .17:1. 

1952. 2) Christic: Ilrit. ¥1ed. .J.， 1， 1502， 19:':;. 

3) BlIllllcll:.J. Bone .Joint Surg.， 35-A.，99，1. 1953. .)) 

Lisconrer: Ann. Surg.. 134， 110. 1952. 

35. 家系(1':1にみられた Dupuytren氏J{IJ*1(1の 11ylJ

行会l味淵涼- .Q 隊長リネ

千葉大学整形外科教宅

Dupuylre口氏拘納についての報告は， 欧米諸国にお

いては数多くなされているが.本邦においてはなお，比

較的稀なものとされている.

最近我々は特有な家族涯をイTする l掠例を経験した.

症例:57才，男子，公務員で， 両側第 .1，;; j行のイ111

展障害を主訴として米院した.

現病歴 :生来l'可側節 4，5指の伸展に不l;j1I1を感じて

いたが，約 6年前より外傷，その他の誘l刀と思われるも

のなく ，ほとんど同時に両側第 4，5 j旨掌sllj， M. P. 関

節部附近に皮下硬給あるのに気づいた.さらに約 2年前

より向指の屈山位拘縮が著切になってきた.

米院11寺一般所見には軽度の貧血を認めるほか特記すべ

きこ左はない.

局所所比両子第 2，3， 4， 5指とも最大{EII展不能で

あり，届出I(li:拘紺iをとっているが，回世1制限はまったく

認めない.手掌部には数コのサク状面g結を皮 FK!I独知で

き，皮膚との癒着が汗i珂な部分も認められた(関 1，2)

なお，両側足撚在日にも第 4，5足指に問機の使結の存('l

を認めた

ホ R.Gomibuchi， N. Sailo. 

既往!佳 特"己すべきことはないが，家族肢として，患

者の妹.および 2人の般にも本症の序在を認めた.3人

とも子指の拘納は生来あり， 外傷その他の諸因はない

(阿 3) 妹はl'可側第 2，3， 4， 5指， 娘はそれぞれ両

側第 2，3， 4， ;; :11'1， および第 3指に原山拘納を認め

た足跡部にはii.ll!結，その他の児市を認めなかった な

お， !.[( (i'の母系tJl母にも生li臼手指の:1;リ納を認めたという

ことである.

下術 拘縮の苦l珂な右側手掌に，阪t校切除術を施行し

た.第 3，'1， ;; j行の部において， 関!膜の1I巴l字答しい部

分を，癒着せる!支11守の 1l'¥ilを含めて切除し，これに純皮

Hjを施行 した.

切除せるサク状liJl!結につき，これに病理組織学的検交

を行なうに，Luck の述べている involutionalslageの

ごく遅いものと思われ，皮下に向う 白broblaslの:W19i!1あ

り，またIfl11'1周凶にも認められた 円形細胞法制は若干

あったが少し Iron plgmenlの存在は認めなかった.

術後経過術後 10 カ月の現在，なお右第 2. 3. 4. 

5指の若干の屈曲拘縮を残している

考 按

本症は，東洋人，および黒人に少いとされているが，
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家系的にみられた DupuyLren拘縮

図 2.

a:手指の屈曲拘縮

b:米粒大の結節と異常鍛援

c・大豆大の結節と異常鍛袋

図1.

関係を認めていることから遺伝的因子の存在は本庄にお

いて大きな役割をなしていることも思う .

，4;症例におけるごとく，多数の患者を1，司」家系にみた

ことは本邦においては桜告症例の少いことも相まってこ

〈稀である.遺伝因子の優劣性，および伴性か存かは明

らかではないが， いずれにしても本症例は Dupuytren

氏拘縮の成凶を示唆するものであり ，遺伝的素因を有す

るものに，外傷，その他の諸両IJ因子が単独に，または結

合して本症を惹起するものと考えられる.

質問 高岸白人(広島 r~ 赤)

Dupu yl re山 co nlrζ川lI re が十I~~に少いのは人種的な

問題であると思う.

71才の老人で一般状態が悪く， X線， VitamIn E療法

を行なっているが， かなりの結果をあげている. Boyes 

教授はこの疾法、についても格威なのでどうしていられる

かおききした~'. 

答:Dr. Boyes 

できるだけ姑息的に処置します.これに限るのは一般

に老年で長年月の間，たいした不自由なく生活してきた

手にあまり大きな侵裂を加えない方がよいという考えで

す

答.五味淵諒 (千大)

いわゆる proliferalingslageのものに Hydrocorlisoll.

X-ray その他の理学的療法はある程度有効と思うが，

本症例のごとく involutionalstageのおそい時期のもの

には手術的療法以外は期待できない.本邦における報告

で手術的に手掌:腿膜切除を行なったものも大部分術後再

拘縮を起こしている. Dr. Boyesにこの点につきいかな

る療法がよいかお聞きしたい.

h
u両
側
第

5
指
閉
山

BJnnellが人LJの 1-2%に， これを認めたと述べてい

るごとく欧米においては稀なものではない. これに反

し，木邦における報告はいまだ 20数例を数えるにすぎ

ず，これは本疾患による障害の軽微なため， ，忍/'j'が我々

のクリニックを訪れる機会が少いことにより .事実，多

数見られるのではないかと思う

成因については古来諸説あり ，いずれもが単にそれだ

けでは十分これを解明し得るものではないが Luck，

Keen， Mauer らがそれぞれ 23.4%，10% 等々と遺伝的

両
側
第

2
・
3
・
4
・
5

指
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拘
総
有
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36. JTUょに発't:.ーした glomustumorの 1{1IJ 

熊本大学整形外科教室

;J¥問 士郎 品11¥尼 偵弥 鬼 木泰博*

本J:15において・ glomus tumOlは稀なものとして級公 JIX倣われ， 1924 ，，].'. P. Masson が始めて n下細な r~.iJ'l!組織

されているが.Hこ四肢ノ附白のj支円および皮下組織に発 学的研究による，その本態を明らかにし ， 以31毛~，服務に

ノtする良性肝¥Jl)jで，欧米では号E'!k'な興味あるlX!，よiとして 関する多数の!å"例が島lbされている，わがll~における限

. It'ι吟ヌー!51 ~守{1IJは変須氏が 1 93.J ->]'.本症の l伊lを'JU三

したのを問矢とするようで，大.f~， )，1]1， 

l刊本氏，その他少数の報告例をみるにすぎ

ない.我々は長近!日1':に免/1ーした l例を経

験したので版作する

症例

j忠~， 21 )-， 1，正子.

~Jm: \IIl\ lff 既応.家紋げにlJuLすべきこ

となし 12才のとき左小fE尖;r;frjl二事長L、外

傷を受けたことがあり ，/[¥卜にわずかのj之

l勺J:/(11を認めた粍度で，次第にil'jJ心十年

後小指!日夜外側部に亦紫色を何び11ヲiiをru.'{

ずるようになり，枚目したがいっこうに消

失せず そのうち指尖が物に触れると fl~ひ

1.るほどのj);!zJMを党えー'底冷U.'fの 1'15tJlii，

l二 11主および左胸 i'~i~への放 l技術を訴えて ー i広

'~L 1VJ作をきたすようになり米l孔した.

X線 u行木節lこ '~J 民自主{後を E1 し . glo川 IS

turnorの縦いのもとに切除.13 x8 x 15111111. 

)(いさの被l段を有した腿必であった 切除

欠J1l部には hypothellelの dircctf"lap に

て納!支仰を胞し，術後経過もf!JJ.で.美容

図 1

図 2.

* .1. .MizlIoka， S. I-Iorio， Y.Oniki 

的にも満足する結;jさを得た.

組織'"f:的所見摘出股j泌をへ 7 トキシリ

ン・エオジン染色， ，1(，:びに Kultschitzk)

氏染色標本につき検鏡すると 司 1]¥卜およ

び皮卜に限局した腫場組織で， 品ii合織の

capsuleに比較的よく被われ，PJ)弘精円

形ないし紡銭形の腫場細胞は，向料l状に停il

俗した/([[符の周凶に，シート状または塊状

に仔Aしている.Glolllus cellの)[;;はやや

kJmJ性をの[し，間質は粗く，結合織の明日町

を認めるーまた，格子一線維鍛銀染色および

F

』
」F



わが関の例でも，傑し得た 16例l十14 Ø'IJ~乙認め，成占で

は glOJllUStllJllOIの 40-50% に存すると述べている.

年令 -性別では特別に十日述なく ，思、存期以前に発生す

るのはきわめて稀とせられ， 12 _{で発生した本症は，本

}!iでは故低年令に属する.なお subulIgllaltypcは友子

に好発しており，本邦の例もすべて!;J:性であることは注

目してよいことであろう .

沼状および診断はよく観察することにより容易で，特

に11¥床に発生する多くのものは，激烈な)f痛を認め， X

線的にも骨侵創!1放を認めることもあり，特手干な病lA組織

学的所見と相まって，一度正確に理解すれば，誤l診する

こともないと思われる み;定例も擦泊，皮ド出血，神経

痛，ノイローゼ等と転々と医師を訪れて来院したもので

あった

治療は外科的に摘出/tI';jを(jなうことがよく，再発なく

全治し得るようである.

むすび

以!~ subungllaJ I'C先生した g"]OJllllStUlllorの l例を

経験したので減作した.

追加 ・ 1>71条文 IIf~ (京大)

ICl…lUl1l01とし叫的な五例制11

組織学的所見に品及した.

H!才女 24年経過ー尖端

2:)才 'J J年 γ 左第 Ij旨'主:iJ[IJ

27才 'J S午 r tim3指尖端

161f V 30fT Y 印刷Ir1

~3 )， r : 6 作ヶイi ;:r; l jIT尖 ~ILM

Epilheloicl zellen の111米， "(111経要素の介;(1'の問題

をめぐり glOlllllS llllllor の組織像は興味深いもの

カ1ある.

773ー(77 ) C10JlluS lumor 

Heiclenhain氏染色にて，G i llcrfaselおよび神経線維の

多量に臨場細胞の間を走っている像を呈していた.

考 按

G10Jlllls tllJllor は P.~'la sson カ勺己Jましているように

動静脈吻合法官に発生するもので， 基本的組織像はIUl

管，粗援な間質， '1Ji上j支細胞の!t塊および神経線維より

なり， 4qi~例もよく一致している .

本1重f!，iの好発部{lf.は匹|肢の末梢端i，，閥均i1rJfffi，肘関節

部のごとき問肢関節周凶等，正常の glOJllUSの存在個所

であり，特に爪床にもっとも好んで発生する.ノド例も11¥

!巨に発生したものであって ，~L1SSO Il は 3'1 例 lþ 15 O'IJ， 
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IV.招待講演

The Development of surgery of the hand 

Joseph H. Bo)'es， M. D. 

Soulhern California University Los Angeles， California U. S. A. 

Surgery of the hand， as a regional specially， lagged 

behind developmenl of sllrgery of olher parts 01 lhe 

body because lhe problems presented were inlricale 

and complex. II was only afler surgery had passed 

lhrough a long series of dcvelopmenlal stages that the 

lechniques and procedures necessary for reconslruclion 

of lhc d isa bled hand were evol ved. Surgery beganもvilh

lhe surgry of lrallllla and lhe problern of lhe treallllcnl 

of lhc infected 1V01lnd. SupP"ration， or lhe "lallclable 

pus" of lhe rn idd le agcs， was lhollght to be necessary 

lo lhe heal ing of wounds. 

Abolll lhe lime of lhe lllrn of the ccnlllry a Cerlllan 

Surgeon， Friedrich， showed lhal by carerul excision 

Qr lhe conlam inaled surface of the 、、lound，c10sure 

could be ohlained wilhoUl sllppllralion. A helleJ 

Kllowledge of aneslhesia， lhe lIse of anlihiOlics， and 

finally lhe techniques of lissue transplantalion brollght 

lIS lo our presenl day slage of reconslruclive sllrgery. 

Surgery of the hand is defined as a field of special 

inlereSl. h is nol a specially in lhe ordinary use of 

the word hut overlaps the lissue spcciallies of orlho-

pedics， neurosllrgery， and plaslic sllrger)'. ln thc 

early 1900's， Slcrling Bunnell hegan lo show some of 

his reslllls of lendon and nerve repair in lhe hand， and 

this developed the concepl of lhe treatment of lhe hand 

as an enlity. lt was nol， however， untillhe Second Worlcl 

War lhal this concept became generally recognized 

and accepted. DlIring this lime“it was demonslraled 

thoroughl)' thal lhe hand shollld be lreated as an 

er.lily. The hand specialist is nol a lrue specialist， 

his 、、lorkis regional or a川 tomical just as with lhe 

勺)ecialties of eye and ear or nose and lhroal. His 

hackground must include lhe fields of the three tisslle 

speciallies; plaslic surgery， nellrosurgery and ortho-

pedic surger)'， and he mUSl treat the region as 

whole". 

sunnell defined lhe hal1cl “as a mechanical 1I1lit 

slarls at lhe clbow but clynamically il Slarls at lhe 

opposite cerehral corlex. The hand specially is 110t 

like palm iSlry which SlOpS at the wrist， but in a 

hroad sense should inclllde the whole dynmic problelll 

which affecls lhe use of the hand". The surgery of 

lhe lIpper extremity is lhe surgery in a hand， wrole 

Rowley-Bristow. During the war， lhe hesl rcsulls were 

obtained whel1 one man， il1 dealing、vilhlhe problem， 

attended to all lhree aspecls. 

Bunnell was respollsible for man)' of lhe proceclures 

ancl techniques used toda)' in surgery of the halld. 

He nOliced in his earl)' experience lhal afler repairlllg 

a tendon good motion woulcl he preselJt early bllt 

laler scar cleveloped which prevenled molion. To lhe 

methods lIsed in prevenling lhis scar and oblainillg 

the most reaclionless healillg， hc coined lhe phrase 

“atraumatic technique". 111 lhe Uniled Slates， at the 

same time in the general surgical field，ーVilliamS. 

Halsted at Johl1s Hopkins Hospital taught lhe careful 

and gentle handling of tissue， the ligalion of all 

bleedillg poinls， and lhe avoidance of trauma to lhe 

living cells. sunnell lIlilized lhis operalive lechnique 

in surger)' of the hancl. This and his pr川 cipleof 

lhe unit trealment， one sllrgeon laking care of all the 

various lissue problems， are his basic and most valuable 

legacics lo lhe surgeon. 

JUSl as in all other fields of encleavor， malJ)' men 

have entered into the development of surgery of the 

hand. In lhe lrealment of infeclions 01' lhe hand， 

Kanavel's work in the Unilecl Slates did much lo 

show how lhese infeclions could be prevenled and， 

when they developed， holV lhe)' could be lreatecl. 

His sludies of the spread of infeclion throllghout lhe 
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hand increased our knowledge of tendon sheaths and 

tissue spaces. He stimulated the workers in industrial 

surgery to better treatment of the trivial type o[ 

injury. The use of first aid stations in the factories 

and the proper and prompt t【eatmentof the mino， 
wounds has prevented the terrible spreading inreClions， 

so often seen in the past. 

One 01" the most difficult problems in surgery of the 

hand is the direct or primary repair of flexor tendons. 

This has been studied by many people intereSled in 

the problcm， and VariOllS methods and lcchnical tricks 

have been developed to tr)" to obtain better reslllts 

Some of the greatest additions LO Ollr technical know. 

ledge have bcen lhe concept of the dilTerence belween 

the various parts of the hand， Bllnnell's definilion 

of the area of nO man's land， and the developmenl 

o[ sutllre techniques based upon the original Bllnne1l 

type 01" Sllture but nOw llsing stainless sleel 、vlreso 

that it may be removed 、、，henits need is past. This 

pllllout wire has enabled us to perform repairs and 

reconstructions that would be impossible without this 

added technical advantage. 

When the war coming to a c10se and thc tremendous 

numbers of rehabilitation problems were seen， it was 

then that Bllnnell's idea o[ the un i[ied treatment o[ 

the halld was utilized hy the armed forccs in the 

developmenl of separate and designaled Hand Centers. 

Here all cases involving reconstructive problems in 

the hancl were concentratecl and placed uncler lhe 

care of men lrainecl to hanclle the entire problem. 

The resulls shown by these men provecl LO others 

whal could be accomplishecl in this lype of c1isability. 

The c10clt川 e of the un il trealmen t 01" the halld 

bridging the va【ioustissue specially boundaries thus 

spreacl 10 the care of peacetime injuries as well. 

These men foundecl the American Society for Surgery 

of the l-Iand to continue lheir interest ancl to provide 

further c1evelopnent in this field. Koch， Marble， Mason， 

and Cutler were among the foullclers as well as Foぃler，

Graham， Howard， and Pratt. S，nce thal lime the lilera. 

ture， particularly in the orthopeclic and plastic fields 

has seen many original articles eliciting new concepls 

of lhe pathological anatomy of the hancl and new 

icleas in the lrealment ancl the reconstruction of the 

I吋ured parls. 

Surgery of the hand has thus utilizecl ideas ancl 

lechniques from a1l thc c1ifferent日elclsof surgery and 

combined them into the trcament of the bocly's regiolls. 

This region， the hand， one of man's characterislics 

and so important in the c1evelopment of the hUlllan 

race， has thus become the object of stucly， not as a 

narrow litlle corner of the field of surgery， bul 

all-encom passing自eldtaking from orlhopedics， plastic 

surgery， and neurosurgery whatever is necessary 10 

enable it to reslore 10 the hand its maximum function. 

One o[ the expressions we all use is the“positioll of 

runction"・ Kanaval，in his study o[ the treatment of 

infections of the hallcl， brought OUl lhis concepl of lhe 

position of funclion. 1t is the position of balance bel-

ween extrinsics alld intrinsics in lhe hancl. 

The first meeting of the American Society for 

Surgery of the Hancl、¥'ashelcl on ]anuary 25， 1947. 

Soon other sllrgeons， recognizing the problems in hancl 

reconslruclion， visited lhe American 10 further their 

stuclies. The Scandinavan Club for Surgery of llte 

Hancl was fOllnclecl on jlllle 30， 1951. Erik .Moberg 

of Gothenberg， Sweden alld Nissen-Lie o[ Oslo， 

Norway， both of 、、'hom hacl visitecl Bunllell ，n 

America， had gone back lo lheir counlries stimulated 

Wilh th is new concept of the total treatmellt of lhe 

hancl. On i¥ovember 9， 1952， tbe Hand Club of Creal 

Britaill， consisting of five orthopeclic and five plaslic 

surgeons， was foundecl. ]llSl lhis year the Brazilian 

Society for Surgery of lhe l-Iand， cOllll'osed of orlhopcclic 

and plastic surgeons， has been founded. ln 1957， )"Oll' 

own japanese Society for Surgery 01' tlte l-Ialld was 

foundecl with Professor Amako its自rstpresident. He 

has been followed by Professors 1wahara， MizullO， and 

"-0 no， allcl nOw you see lhe tremenclous i n terest presen t 

here ill、ourcounlrv. 

joseph H. Boyes， M. D. 

1401 South Hope Slreel 

Los Angeles 15， Californ ia 

U. S. A. 
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下の外科発達の腔史

j. H. Boyes， :¥L D. 

jJ't<.とする部付によって専門分化してきた外科のなか

でも，繊細でlli維な問題を合む子の外科は[也の釘i域の著

しいJ'ti主からとり9'1':された形であった.そして長い外科

のJf;t!>とを経てから近年ょうやく防得されたTのrrmに必

安な技術と方法が発達してきたのである.

外科のU'llUiした忌初の問題は外傷と感染(111の取扱い方

であった. liíj j:! r紀から今川紀への移行J~Iにドイツの外科

医 Friedrich が汚染された開放在11を新[lll化することに

よって化!日1をおこさずにかlを閉鎖できることをノ示した.

その後麻酔'γ，抗生物質，組織修M技術などの進!iょによ

ってIIIill外科は今日の隆盛をみるにいたったのである.

「予の外科J とは汗i湿の意味の医γ'の I分科というよ

り，取J及うt'{t伎を示したれ祢であって，)j法論としては

招待講演を行なう soyes教授.

整形外科，神経外科，形成外科の12ぷを包合している

今世紀に人り BlIllnell が下の腿および1'111終修復の成

果を発点し初めると「予の治療の特例;性」が認められ始

めたが，これが一般に，;忍識されるようになったのは第 2

次大戦がはじまってからである 「予の外科Jの専門医

とは皮j内科医や神経外科医のような 「組織の専門医」で

はなく， 眼科医や耳鼻科医と同様「局所或いはお符の

専門医J といえる.そこで手の外科医は，形成外科，trll 

経外科および整形外科という 3つの51e.なる組織の専門医

の謀長を身につけており ，子という局所をこれら 3つの

り11々 の専門医の立場からt誌の的に治療せねばならない.

BlI山lnnellが「子子Lは構i£i2:2φc(灼白削tに乙はH庁肘、'Iにはじまるが， 機能的

には反対側の大脳皮質にはじまるJ といっているように

てFの外科は TI刻uIiより末梢部ばかりを問題にする子州学

とは兵なり， 子の機能とその障害に凶i!llするあらゆる問

題を包合すべきである 「上肢の外科とは結局予の外科

のことである」と RowlevBrisLUwはいっている

第 2次大li袋小の終験によれば，1人の外科医により」

述した，3つの児なる組織専門医的立場から綜合的に治

療された子の症例が肢もよい成績を収めている

Tの外科において現在月lいられている処置や技術の多

くは BlIllllcll の創始したものである 1皮は初Jめのこ

ろ，縫fTされた胞は1計gJよく動いているが，あとになる

と椴位性癒況を生ずることを認め，これを防止でき，組

織反応をほとんどおこさず治癒に導さ得る予l止を「無損

傷子技J と命 7，した 巧時 Johlls Hopk i ns病院では

W. S. l-lolslcdが「組織を社意深く了領に取扱い，生体

組織に対する外傷をできるだけ避けるようにする 」こ

とを町長していたが BlIllllell はこの技術をTの外科に

応HJしたのである.

この [-1m主i似T技」と liij述の 1l人の外科|宍による綜

公的治療J という 2大原則を出力会したことが BlIllnell 

のぷ大のJ}J紅lといえる.

しかし Tの外科t乙おいても. 他の伝，'jh却におけると日

係.多くの人速がその.i[J長にn献している.

アメリカの Ka川町lは子における感染症の了F防法と

治療法の確立に大きな貢献をした 1皮の子における感染

波及傑式の研究からl懲罰'iや筋膜院の構造が次第に明らか

になってきた 1皮はまた工湯における外傷の治僚の質的

向lを強制した 工場に応急処置のできる I診療所がt夜置

され，小外傷を迅速適係に治療できるようになってから

以前にしばしばみられた恐ろしい広範高度の化111:1症は姿

を消した

予の外科において最もむずかしい問題の lつは桁周筋

胞の l次的修復に|刻するものである.この問題はf.の外

科に関心を寄せる多くの外科医によっていろいろ研究さ

れ，成絞を，i'Jとするためいろいろの新工jとがなされた

この問題についての大きな進多は， 1) 予の郎{、tにより

修復成tIiに差を生ずること ， 2)特に BlInnell のいわ

ゆる :-<0 llIan's landが長もむずかしい氏以であるこ

と， 3) BlInllcllの腿縫合法に息づき， 不銃銅線を月jい
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ての「引抜き縫合法」が考案され，以前には不可能制さ

れていた指屈筋i踏の修復と再建ができるようになったこ

となどである. ~) 2次大戦も終りに近づき， 多数の損

傷手を|ヰ~する必~に迫られた米国F毛市は ßun n e ll の

「綜合的治療」の概念を採用して幾つかの HandCenlers 

を設立した 名 Celllelでは予の外科に熟練した外科

医が綜合的治療の指導Irc.吋り若しい成染を収めたのでこ

の概念は、ドlI!jの干の外傷にも応用されるようになってき

た. これらの指導行たちはさらに手の外科に対する興

味を維持し，その進歩を促進するためにアメリカ手の外

科学会を設立した Koch雲 Marble. MasOIl， Cullel・

Fowler， Graham， 110、vard，Prallらがそのz没立に尽力し

ている それ以米特に整形外科および形成外科倣城にお

いて，手の病理解書IJや治療法についての新らしい独創性

に宮む文献が激噌している

このように予の外科は 1-子」という休の 11信分の治療

のために応用できる考え方や技術を広く他の外科領H:か
ら沢山学びとったのである 人煩の特徴であり，人獄の

進歩にモ必な役'剖を演じた「手Jは，かくして丘、い外科

の片隅にある問題としてではなく， 整形外科. 形成外

科，神経外科宅ーから必要な知識はなんでも吸収しながら

外科領域全般にわたる問題として，研究の対象となって

きたのである.

手の外科においてトl常使われる「機能的肢位」の概念

は KanaveJが下の感染症に対する治療法の研究から用

い初めたもので，前腕筋i洋と小子1Jjj詐がノ¥ランスを保っ

ているときのIJ支位ということができる.

1941午 1Jl 2S 11節 1同「ア メリカ子の外科学会」

が開催されたが，以後Tの問題に関心を持つ外科医がア

メリカに官{，芋して知識を深めるようになった 19:>1年

6月 30 11 'スカンジナビア子の外科クラブ」がl没立さ

れた 主役の E.Mobergと Nissell-Lie はともにアメ

リカに問'下し「手はその治療に必要なあらゆる外科傾城

の知識をもっ 1人の外科医によって綜介的に治療されね

ばならない」という考えを植えつけられて故国に削った

のである.]%2 '+ 11 J-J 9 11には「大英帝同手の外科

クラブ」が 5~乙の整形外科医と同数の形成外科医を会員

として発足した./，，1じく 1%2匂リーブラジノレ手の外科学

会」が発足した 1957年には 'U本子の外科γ会」が

天児教授を初代会長として 1没立され， ついで水野， 宕

l京，河野教綬らが会長を引き継ぎ/?十|諸君がみられるよ

うな降腐をみるにをったのである.

(田島訳)
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VI. パネル討議

1 . Tendon transferの諸問題

司会

津下健哉

討論提出仔

I~ ilf. l'干1犬 太同良夫

パネノレM論者

j. H. Ro)'es 他Rl f色犬

1'1・釘雌)- 1L (. 英二 I高岸 11'1人ド (ABCWD 

A.対立筋麻療に対する tendontransfer 

津下 :本"の問題は tellclontransferで，これにもい

ろいろありますが，始めの問題は母指の J.J\'!:鍛j馬~療に対

する lCJIζ1011 lransf'er， つぎが claw halld に対する

le吋 Onlransfel の問題となっています この 2つの問

題に限定して討議をすすめたいと思います どうぞお気

軽に白山に自分のやっていること，ぉr;え，なんでもお

話し下さい.では，始めに長崎の liii'[先生から，I手指の

問題について問極のご提出があります.おことわりして

おきますが，この"、I議時間は約 40分に限定されており

ます.ちょうど 2つに分れていますので， 20分， 20分

ずつにしたいと思います ご協)Jをよろしくお願い致し

ます.

玉置 ・私どもは主として polio. に起閃する I:Hf.対IJ:

筋麻仰に付して Bunnellの原則にもとづいた opponens

plaSl)を施行したのが 10指あります このうちには不

成功に終っているものもありますが， 私は opponells

plaSl) の失敗のl点凶として， つぎの 2つがうiげられる

と思います.

1) T山 Isfelにおける伎術的な観点

2) 技術的にはうまくいっても，それ以外の問題.

まず?(}1の技術的な観点からですが， f:Jj旨に対する

牽引ブJは ospisiforme の方向でなければならないが，

sublimisを flex.carp. ulll. Kまわすときに，この井単位i

があると sublimisが中枢方向にうつり ，牽引)jluJがう

* K. Tsugc (助教綬):岡山大字整形外科;T.T山口aki(J:llJ 

教桜):長崎大学整形外科; Y.Ola:門aJ労災病院控形外

科;J. JJ. Boyes (教授):南カリフォノレニヤ大'下;K. 'kcda 

(助教授):法応大学整形外科;J. Koga (議師):九州大学

銭形外科;E. Marumo (品自IIl): 惑恵医科λ学整形外科;

N. Takagishi:広品目亦病院整形外科.

まくゆかないようです.荘、の症例のltで，成fuの尽かっ

たものの Iつは，この flex.carp. uln. の麻却が!lR凶で

あります. ところで flex.carp. u In. が完全麻帰， もし

くは )1'常に ~5Jいときは， sublimisに対する pulleyをど

こにどういう只合につくるかという問題をまず提起した

いと思います. また移行艇の附着部を母指基節の ulnar

におくか， radial におくかも問題になるが，これについ

てはどうでしょうか?これについては昭和 301T'の臼本

整形外科乍会において田島助教授の報告があります.

つぎに第 2JJ'jに属する問題として，母J旨の対立プJを付

与しようとしても，母指における他の InlnllSIC川 uscles

のl削'1'， 或いは polio. に催患してからの経過年数に

よっては oppollens plasl)' の永続的効'，sをもたらさな

いような症例もあるのではないでしょうか.たとえば私

の失敗例の lつにおいては， abd. poll がよくきいてい

て，これによってぷ指とのはさみつけが強)Jにできて，

しかも経過今数が長いために pinch の lつのくせとい

うか，そういうものができていたと考えられます.そうい

う以合でも opponensII川 sferが必要なのでしょうか?

つぎに;:n3 Jjjの問題に移ります. 中手'目以 F下位4骨

の arch がf，;'i干になって特に母指の C.M.関節以ドカE

cxlensiollするが，I剥旨の 11llrinsic muscles がほとん

ど麻姉していて longexlensorのみがきいているという

ような湯合でも opponells transf er をすべきでしょう

か?するとすればなにか適ヨな子段があるでしょうか?

Polio・症例において丁一術時の年令の点はいかがですか?

従来子術の後療法に対して患者が協力できるような年令

になってからといわれていますが，それが中|凶.'li笈な要

件となるのでしょうか?むしろ麻庫先生後比較的早期に

pinchの pallernの変化が固定する前に手術をしてもよ
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いのではないでしょうか?

最後に Bunnell の方法の前に光を失ったかに見える

Rohrcn法ですが，今回の報告外に Rohrenでやった少

数例でありますが， 剥べてみると中にはまあ excellellt

とはいかないけれども，まあまあという程度の成績をお

さめている例もあります.そこで Roh，仙 の方法をす

ててしまってよいのでしょうか?

津下 :どうもありがとうございました.大分沢山の問

題が提出されましたね.一番始めに pulley の問題が出

ています.これについて解答者の意見を，どなたかひと

つ.池田先生いかがでしょうか?Lepraでいろいろ経験

がおありでしょうが， 1置先生のはもちろん polio. で

すが，似たような点も多いと思われますので・・・・.

池田 :是が非でも flex.carp. uln.を用いなくてはな

らないわけではありません. こういう場合は， むしろ

flex. carp. uln.を pulleyとして用いるのでなく， loop 

にして， それに subl. を通した方がよいと考えます.

移行総としてはできるだけ subl.IVを用います.

津下.その Ioopは flex.caia. ulp につくるわけで

すか.

池田 :Flex. carp. uln.の末補付着部位から 2.0cm 

のところで直径 1.5-5. 0 cm の loopを作り， ここに

subl. lVを通します.

津下 ・その場合，flex. carp. uln.が麻摩している場

合はどういうことになりましよう. Loop を作っても麻

咋していればいかがですか.

池田 末梢部 1/2を切断して付着場所から中村正に向

って 3.0cm ぐらいの範囲にわたって， 末梢11刊を切断

して， これで愉を作ります. この場介は flex.carp 

uln の麻f約ま影響しないと恩われます

津下 .そうしますと い剖formc に111たところに輸を

作るわけですね.

池田 :そうです.

津下 :そのほかどうでしょうか.高岸先生なにかご意

見がありましょうか?

高岸 本例のような flex.carp. ull1・が麻節している

3例にぶつかったことがありません. Flex. carp. uln. 

は J1.ulnaris :JZ.配なので，それが麻帰していると flex.

pror. JVが引くなっているから， subl. IVを transfer

することは 4th fing引の機能にとってよくないのでは

ないでしょうか?だから subl.IV を使用することは慎

重でなければならないと思います. どうしても flex.

carp. ull1.を使わなくてはならないのならば，池|口先生

のいわれたことも lつの策ではありましよう. つまり

ulnaとの聞に te川 clesis をして使ったらどうかと思い

ます.

玉置 :Polio.のときは flex.pror. はきいている場合

が多いから motorとしては，やはり subl. を用いたい

と考えます.

高岸 :その場合は subl.IV よりは subl.III を用い

たらどうですか. この助合， pror.川 は n. mecl の

支配になるから，割合と clisability が残らないのでは

ないでしょうか.私はこういう例にぶつかったことがな

いから常識的に考えてみたのです.

津下 :Pulley の問題もいろいろあると思いますが，

これも caseby case でありまして， 麻療がつよいとき

は subl. を使えないといった問題もありましよう.

さて，つぎの問題に移りましよう.母指内伝筋が強く

きいているとき oppoensplasty を行なうべきかどう

か，どなたかご意見ありませんか?

古賀:Aclcl. poll. が強力にきいている 11. mecl の麻

療ですが，この場合は acld.poll.の状態にもよるけれ

ども pillchも grasp もできないと，患います.さっさ

のスライドを作見しますと opponcnsplasl)' も行なっ

たブiがよいと思います.

玉置:先ほどのは失敗例でありますが， 私どもは

polio.が主であって催患後 10-20i[ーもたっているの

で，本人は結構間に合っているといっています.非正常

裂の pinchができていて opponensplastyをやっても

機能の転換がうまくいきません.

津下:どうも，ありがとうございました.[II[作者側は

opponel1s plasl yを行なうべきであるという意比が多い

ですね.反対のご怠凡はないでしょうか?

池田 原則的には行なうのに貸成です.ただ，やる場

合に， Lepraなんかでしたら，樫忠後 20-30年と経過

年数が長いとけっこういろいろな仕事をして簡唱な機械

で II常生活を行なうので，よく成功のめどをつけて，よ

く制べて行なうべきだと私は慎重論を持っています.

津下 ・どうもありがとうございました.

古賀 払与えてみましたが，問題は後療法にあると存

じます.年令的な関係を多分に考える必要がありましょ

っ.
津下 つぎに31昨日の問題について検討したいと思い

ます. 結局 arch がなくなっている場合に oppol1ens

plastyをやるべきか?ということですね.

池田 :こういう場令には しop.の indicationが，カ通

なりあるのではないでしょうか.

高岸 :そういった湯合に，いきなり lransplantionを
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やるのは危険があります.軽い場合でもいろいろな ap- 2) 術後の swanneck deformil)'の先生機序

paralusを用いて OppOSlllOIl の位百にもたらすように 3) 木手術後発生した swan neck cleformil、・の治

してから行ないます.これは前の問題と関連があります 療.

が，当然長い経過で約絡がある場介 opponcnslrans- 4) Subl. の附者腿を lateralba Ilclの ulnar，日c1ial

plantalionをやるがIにほぼ機能的肢イ立にもたらすような のいずれにつけますか9

operallonをしてから opponens tra川planlalion をや め年令の限界がありますか?

るべきだと私は思し、ます. それには bo川 block，また 6) 仰縮のある clawhancl にはいかなる予H:ïi1~がも

は M.P.， C. M. 関節の arthroclesisなどのいろいろな方 っとも過していますかフ拘縮のある指関節に対してなん

法があります・ らかの予「止を加える必1).ーがありますか?

津下 Arch が消失している手においてはしばしば手 7) "・ 5怖の科度の clawhanclに対しても trallsfer

77のl如何の atroph) があり， OppOSilioll が凶難な場合 する必公ーがありますか?

があります これに対して夜、は皮間移Mを合併し 1次 8) 関節仏|定術を併月jする場介には lじndontransfer， 

的または立次的に lendonlransfel をしています arlhroclesisのいずれを先にしますか?

B. 小手筋群麻痩 (主として clawhand) 津下:問題が大分多いので，全部|・分I;-，tl命する 11寺聞が

に対するtendontransfer あるか心配ですが

津下 つぎに claw hand の lcn山 n lrallsfelの問 まず，claw handに対して subl. の 1ra llsf，引 を行な

題に移ります. /1与11りがないのでひとつ簡I'jiに問題の提出 うと，あとに s¥¥川町ckdじfonllily がおこることは数

をお願い致します f同ij Brancl らも報告していますが， 孜々も経験してお

太田 ・お手J干のN、以をごr:I.になるとわかります.簡q{ ります.この予仙の 川dication についてどうでしょう

に.id5べますと，忠告は 3:;才の男子で大工，昨年 10月作 かフ

業Ijlに左前l腕を受傷，ただちに附近の開業医に皮膚縫合 丸毛 :私は終験は少ないのですが swallIleck c1efolー

をしてもらいかIJは治癒したが，徐々に clawhand を521 nlilyにぶつかったことがあります.私は subl.を laleral

してきました.木年 3月私たちの病院に米院したときに bandに縫おすることがその原悶だと考えます いわゆ

は，左 3・4・5指が典型的な claw hand を呈してお る fIじXOfの componenlである lransvcrsc自bClに subl

り，母指は内転しておりただ示指だけが変形をまぬがれ を縫着することは n.uln. と mccl. の combinedpara-

ていました. そして尺骨神経支配傾城には沼全知党麻 1 )'sisで swanIlcck deformityを起こしやすい状態にあ

跡，正ITNI終支配領域には知覚鈍麻があります.私のと る手に対して，なおさらこの変形の発生を助長いたしま

ころの医師が Bunnell の clawhand に対する手術を す こういうときには lateralbancl に縫.{'j・しないで，

そのまましたところ，すなわち， subl. lV を opponens または laleralbandを切りはなして exlenslonは long

plasly に用い， 中指と小指の subl. を3・4・5指に extensorのみで行なわせるようにするのがよいと考えま

IransfeJ しました. この主治医と忠者のいうには変形も す.

とれ機能も改蓄されて亥んでいましたが，術後 3-4カ 津下 :その他どうでしょうか.?池I::i.I先生ひとつ・

月で漸次逆の変形 s¥Van Ileck deformily (或いは 111- 池田 :)削'¥fの府知にもよりますが，はじめ S川 11neck 

trinsic plus deformit)')が発生しました・さて，これが deformity を起こした方が半年か 1年すると恒久的には

ほとんど同定してきたので，再び紅、のところを訪れまし よいようにみえる時もかなりあります.この症例もかな

た.実際，こういう症例にl宣桜ぶつかりますと，教科占 り長期間経過した後までも inlrinsic ['lus であったの

や雑誌に苫いてあることでは満足できなくなります. でしょうか?

さらに払の経験からこれに関する問題をつぎのスラ 太田 大休 4カ月後から，だんだん強くなってがJ縮を

イドによって提出いたします. きたしたのですが

上の 3~員は s ub l. Lransferについて，つぎの 5J(j 1="1は 池田 :1";L，は subl.をかなり緊娠した{立置で縫介します

一般的な cl川，handに対する Lenclon Lransfer につい 関係1:， 1J土初Jはどうしても軽い inlrinsicplus l'osiLion 

ての問題であります. をとっていますが，だんだん刀ハがたつとよくなるのが

1) Stcil-sulll1t11の sublimisIransfcJの inclication 普通のようです. 1J止初の緊長位のとり方が問題となるの

について. ではないでしょうか?



Ten don transfer 781-( 85 ) 

太田 文献をみますと術後半年から 1年 2年 ・3年

ぐらいたつと起こるといわれていますが，池田先生のと

ころではどうですか?

池田 私どものところでは，かなり slIbL を緊張す

る関係七~i長い intrinsic pllls position をはじめからと

っている例が多いのですが，あとで起こるというのはな

いようです.

津下 Intrinsicplllsになると結局 P.1.P. 関節lの屈

曲が告IJ限されて，大きなものはかなりのプJで搾れるが，

小さいものが握れなくなります.忠-[5'ーにより，また織業

にもよりますが，主:ぶものもあり， f(rjの方がよかったと

いうものがあります.こういう具介で sllbl. の trallsfer

ではしばしば swan neck deform i t Yが発生します.

高岸:たしかに il1trinsicpllls del・ormllyがおこる助

合があります. 一方 clawhand が~I常'に長く続いてい

ると， 子関節が屈!出jiリ縮を起こしてくるので sllbl.

lra川 plalltalion をやっても;君、味がなくなります. この

ように swanneck deformit) をおこしたり .また手術

効果がJ~]待できないときには， sllbl. transplal1lationは

やらない方がよいのではないでしょうか9 こういうとき

はむしろ Fowlerとか Riordanの提IIUする lel10clesis

を行なった方が cleformily をなおすものには効取的な

のではないでしょうか?太田先生は Fowl引 のところに

おられたのでよくご存知ではないでしょうか9

太田 Fowler のところに 1年おりましたが， 彼は

slIbl. lra川 felは絶対にやりません.

津下・ 私の怠」ょを述べさせてもらいます. j行の拘縮が

あるf'i1度あるときは， sllbl. を移摘しでもいいのではな

いかと恩います 約縮が全然ないときは S川 n neck 

<leforlllilY をおこす危険があります. それを汚えた上

で，ほかのブj法があれば，それをとるのをよいと考えま

す.

つぎに発生機序とか治療ですが，太田先生‘ ひとつど

うぞ

太田 発生機序については Sllbl. を切離すると， い

わゆる仲筋ならびに骨問筋に対する局筋の優勢が失なわ

れてしまうことが考えられますが，このほかになにか考

えられますか?1-2年-3年と経過すると， こうなる

といわれていますが・.•• 

津下 :Flexor として強力にはたらいていた sllbl. を

その反対の方向に作用させるのですから，少し考え方と

して無理があるのかもしれません EXlel1S0J をいろい

ろ使って Riorclan，Fowler とかまたは lCl10clesis とか

telldon grart による dy川 mic lcnodesis もあります

カ:)0" .. 

名指について sllbl. の付着!鍵を latel川 balldのいず

れの側につけるかという問題にはいります. どうです

か，みなさん.

丸毛 .私は現在， 1南側に試みております.

津下 :1刈{WJというのは全部の指の両側ですか?

丸毛 .はい. IdJ側令部の指に 1selin 法をやっていま

す.

津下 :そうですか. その他， 1側だけにやっている先

生もあると思いますが，池田先生は両側ですか.

池田 ー私は折の内転 -外転を同時に得たいと思って，

かなり欲張ってやっておりますが，いずれも失敗してい

ます. この点につき， 質問tfと同じ疑問を持っていま

す.

津下 ・まあ Boyesか BlInnell の!京法で mulliple

にやり， fJ:rの開聞をできるようにするのですが，無理な

ようですし，私は主として radial 側に今までやってい

ます.それに clawhanclの忠者は指の 1I1nardevialion 

を呈することが多いので radial につけています 特

K ulllarにつけている人はありますか?

高岸:T=Lは raclialにやっていますが Riordan もそ

うですが，彼の』論文をみると，どちらにやっても makes

no clifTel 仁川ceといっています.

津下 :年令についての下の限界はどうですか?小さい

子供は co-operatlol1がわるいと思いますが， どなたも

小さい子供にやられた経験はないのではないかと思いま

す.払だけの経験では polio. のときでも， 3-4 -1--

5才以上であればかまわないと思ってお りますが

その他，解答者のみなさん発言ございませんか?

では日1島先リ，最後に Boyes先生から，我々が lellcloll

[ran51引を行なうさいの注怠等をひとつ聞かせていただ

きたいと存じます.

田島 では，先程から持織の discl1S5iol1を逐次 sO)'CS

先生に『内訳しておきかせしていましたが，それに対する

soyes先'1のご;t;JJ.をまとめてお伝え致します.

まず対心筋l収減iに対する lenclontral1sfcrの問題にl渇

して，

1) Flex. carp. ull1. が麻旅しているときは， この

艇を縦裂して豆状f'1"に附着する loopを作ることがよい

でしょう

2) この子術を行なうさいにもっとも大切なことは，

tral15fer する subl. が強力であることをたしかめるこ

と， また同時にr:J:jHにかかる筋力の balal1ce というこ

とをよく考えて，より中枢の関節，すなわち C.M.関節
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が十分 5tabiI izeされていなくてはならないので，abd. 

poll. long. が強力にはたらいているということをた し

かめてやることが大切です.

つぎに，第 2の ciaw handに対する tran5ferの問題

に関しては，

1) Swan neck deformity の発生機序は太田氏が述

べられたように balanceの問題と考えられます.

2) Fowlelが 5ubl.transf引 をやらないということ

についてですが，lepraの症例で拘縮が長く続いている

ような症例にはもちろん，う まくゆかないけれども，比

較的新鮮で各関節が 511pple な症例ではうまくゆきま

す.

3) SlIbl. の付着艇を各指のどちら側の laleraI band 

につけるかについては Riorclan の いうように claw 

hanb の改普にはどちらでもよいが， 自ngelが spread

した位置で拘縮を起こすとこ まるので inclex に対 して

は尺側， 他の 3・4・5指に対 しては機側につけるのが

よいと考えます.

3) 年令の限界はないと考えます 2-3才でもうま

くゆきます

以上が Bo)'es先生の commentの慨要です.

津下 :では時間も大分すぎま して， これでノマネノレ I

をおわりたいと思います.どうもありがとうございまし

た.

2. 新大将形外fl症例についての 1'-1由討議

司会

河野左宙

討論提出者

田島達也

ノf才、ル討論背

J. H. Boyes i也田 i色jと

丸毛英二 話量r.Jt~文 両岸|直人水 (A.B.C順)

会長 :手の外科の実際を行なうには各淀例ごとの現点i'

をしっかり杷握 して，それに基づいた治療法の検討が必

裂ではないかと思います.今凶は lつのE試みとして私ど

もが新潟大務形で取扱ったものまたこれから治療しよう

とする症例も含めた実際症例をご覧になっていただいて，

その治療法についてご討論をおねがいしたいと思いま

• S. Kono (教綬)， T. Tajima (助教姥): l許証1大学整形

外科;J. H. Boyes (教授)・ 南カリフォノレニヤ大"f:; 

K. Ikeda (助教佼)・慶応大学整形外科;E. MaruOlO 

Ci持削j): 慈恵医科大学整形外科;T. Morotollli (教授):

ボ都府立医科大学整形外科;N.Takagishi:広島 11赤j，J，j

品L整形外科.

す.なおステージの |で下の細かいところがわかりにく

いと思いましたのでテレビを用意しました.

では昂ご例 Iにつきまして田島助教授より説明ねがいま

す.

田島 .お子元にいっておりますプ リントをご覧ねがい

ます 68才の男子で職業は歯科医， 恵、手は左手です.

現定はスライ ドでお固にかけます(凶 1).今年 7月 15

fl第2指間経に/.k.:lょによる水泡形成をみ，これに対して

メスで小切聞を行なったところ，感染を起こしてそれは

次第に深trllおよび周辺に進み，8月上旬数回にわたり開

業医より切開を受けております.8月 12 日ぷ外科医か
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図 1.症例 1.

ら中指の掌而から手令部にかけて大きく縦切聞をうけ多

区の俳膿をみました 開放富IJの状態で 9月 27 日当科を

『 初診しています.診断は左中指化!民性屈筋鍵靴炎+切開

後!感染開放創であります. 現在はご覧のように(凶 1) 

腿が露出し腿苔が附益しております.背面からみるとsn
3術開膝からも排股がみられ exlensor apparalus の化

膿による変性が明瞭に認められます.また M.P.関節も

関節嚢が破れて化脱が中に波及していることが確認され

ます さてこれをどう処置するかが問題なのですが，備

考として棋王室により証明されたI:{iのうち St.aureuS に

対しては沢山の抗生物質が感受性をもっておりますが，

pc. acruglllO刊 に対しては感受性をもった抗生物質が完

兄できず，また血rr:は少し肖いが，血液，尿所見，nl機

能に比一変を認めません.

会長 :ただ今のような症例でございますが，これに対

してどのような治療方引が立てられるべきでしょうか

丸!こ先生なにか・・・ ・.

丸毛 :ともかく第 lに強力な化'γ療法を行なうと同時

に排i肢を卜分つけるために皮切Jを加えて，これらによっ

て化脱歯をなくすることが第 lの条件だと考えます. !1'~ 

2にはよくデザインされた皮肝移値を行ないたいと存じ

ます.移植皮腐の極煩としては私は有茎皮弁が以後の限

移Mi将を行なう際好郎合なのではないかと考えます

会長 :まず創の治療をして有茎皮弁で被覆するという

ごな見ですが，他に・・

津下 :いろいろなことが考えられると思いますが，年

令が 68 才であり，また今のスライドをみますと相~i!J重

脹が残っておりますので，化膿はおちついた状態ではな

いと思います.お話によりますと M.P.関節にも化股が

およんで腿も白くなって露出 しております.将来これを

放して・ ・・・どうでしょうか，中指の機能がどの程度回復

してくるかは疑問ではないでしょうか.この巾指を治療

するために長い時聞を要して他の指の機能を害するよう

になるとかえってよくないことになるのではないか ?

そうすると私の意見としては中指を犠牲にしても早く傷

をなおしてしまった方がよいと考えます.これを切断す

ると巾指の皮府は有柄皮弁として傷を被うのに利用でき

ると思います.そうして早く重IJをなおしてほかの指の機

能を釘なわないようにしたいというのが私の意比です.

会長 'この中指の機能の再建はむつかしかろうから切

断して他の指の障害を防ぐ方がよかろうというご意見で

すが， i山|日先生なにか.

池田 今までの病歴をみますと ，徹底した化学療法，

または1)1膿処置がなされていないように思えるので，こ

の際創に対する処置をト分にやったあとでil't下助教授の

おっしゃったようなやり方でやりたいと巧えます.

会長 もっとご意見をおうかがいしたいのですが時間

の関係とただ今のお話をうかがって指を残して再建する

という巧えと，切断してあとの指の機能を温存するとい

う2つのご立見にまとめられると思いますが，切断した

中指のあとはそのままにしておかれますか，他の処置を

考えられますか.このJλ点‘

高岸 .在私、はt出iドtFJJ)助j教授の t巧fえに賛成します できるだ

け早く切断した方がよい そのあとの機能F丙}建の点です

がやるにしてもやる方t法去がないのではないですか.むし

ろ残った 4本の指の後療法に専念された方がよいのでは

ないでしょうか.

会長.イ守難うございました.実はこの症例は私どもす

でに治療したのですが，在、どもの治療を田島助教授から

話してもらって皆織のご批判をお聞きしたいと存じます.

田島 ・テレビでご覧にいれますが，私どもは津下 ・高

岸凶j先生がおっしゃったように年令が 68..rで高年令で
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もあり ，職業がらからもいく reh山 iliLalionを行ないた

いと思いましたので，社会的適応という考えからIj11旨を

切断しました まず;ríl に強力な化'γ療法円亡化ij~~ した

屈，仲iVil院を切除して ζi仙 ridemenlを行ない， 広11'1]の

食塩;)<湿布交換で<1l=1間伐期しました.それから切断の

レベソレですが， M.P.関節レベノレの離断て'は 2次的に指

の変形を/主じますので，実施時期はともかくとしてitl終

段階において "1手'I~'の J正氏部で切断し，第 日 夕Ijを第皿列

に移動することが ー般に行なわれております.この処置

は通?古 川oslage に行なう方が安令，Ii([実なわけです.

しかし私たちは本例においては oneslage で， 第 E列

を第四列に移動するという品終段階の処置まで行なって

しまいました. その理由はこのやり万は多少の riskを

伴いますが，M.P.関節離断，肉;:fl侃の他皮による被覆

を行なっても深い組織欠損があるので空il，~に l股がたまり

やすいことが考えられ， 一方 olleslage にやってみて

100% 1期治癒に成功せず 111寺的に1史子L形成をみたと

ころで比較的早期に治癒するから大した心配はないと考

えたわけです.術後 2週間ギプスl古12iZを行なったのち，

)43 lltf g 
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リゾーノレj札 ついでパイフラパスを行なっておりまし

た.第 11"1に包幕交換を行なったとさには似は lWJ治癒

したようにみえました.それで安心してまだ皮下の感染

が完全に抑圧されていないうちにかなり砧紙的に後療法

を始めたことも一同と汚えられますが，今日みますとか

なり sekrelionがあります.今から考えるとやはり常識

的な与えで lwostage にhなったプiがよかったと反得

しております，

会長 :このような状態ですが，社論者の方々なにかご

意比は

諸富 だいたい適当な処置だと思います.ただ今回品

さんがおっしゃったように two stage にやった方が安

全であったと思います.こういうものはどの程度まで化

膿のl写燃が起こるかということは予想が閃難ですね

高岸 実は河野先生から他に再往する方法がないかと

ご質問をうけたときなにもやらなくともよいと終えたの

は実はこの方法なんですが，わざわざ metacarpalshil'l 

する必要はないのではないか，機能には障:主はないので

はないか，年令も年令ですし，なるべく早く職Jgに復帰
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でl比大屈l出H与における ext.clig. COI11I11 の検側脱臼が

説lリjされます.中指における同様な現象は環指における

焼側脱臼により exし clig.COmm. 阻 -N閣のJYJ!結合が

相対的K'J世緩するためと考えました.

つぎに指の最大伸展時には M.P.関節を伸展する ext.

clig. Comtn.と，1. P関節を伸展し， I"J時に M.P.関節を

屈rllJさせる 川terossea-lUlll br ical isが同時に緊仮するわ

けですが，環指の expansion hoocl の尺側にfD.裂があ

るため 川terossea-lUtn bric川ISが最大阪に緊仮すると

lateral bancl が空仮IJに脱FIすることは当然考え られま

す. すると P.1.P.関節においては lateralbanclが正

常の場合よりF'fn[lji'L移動するので ext.clig. COIl1Il1を通

しての centralsli pの緊仮といっしょになって P.J. P. 

関節を過伸展するように働くと考えられます.D.1. P.関

節においては 1ateral bandの相対的仙緩(M.P. 関節

における掌側脱fj， P.J.P. 関節における背側移動によ

り lateralband は相対的に弛緩する) と liex. prof. 

が P.1.P.関節の過伸展で過緊張することにより屈曲位

をとると汚えられます.mt行より終度ですが， '11指にも

同保なメカニズムが働くと汚えられます.

つぎに小指が boulonnie日 変形に近い約縮をとるメ

カニスムについてはよくわからないのですが， ext. clig. 

COIllIlJ.I¥'の僚側脱臼に対抗するため abd.clig. V 1げ01】

が相対的に強くなり， ー方 ext.dig. cOIl1Il1.IV-UI問の

!見守Ji合が弛緩するため， cenlT川 slipが lateralbandに

比し相対的に)]が ~;J くなるためと考えてみました.

これで ー応 一目した解釈をI試みたわけです.

会長 子術はどういうふうにやりましたか

田島 :11見引を|勿ぐため expansioll hood のところで

ext. CI ig. co山 111 を splは して遊離胞を横に:iillしまし

た これにより U~ 3・4桁の ext.dig. comm. の桜側脱

EJを防止でき指の変形もかなり改普されております.

会長 .ただ今の~~解につきましてなにかご意凡があり

ましたら・・。.

津下 ・Intrinsicll1usclesの機能は理解できない複雑な

機転があると思います.ただ今映耐をH見しましたが，リ

ュウ 7 チにおいてもこのような swallneck clerormit)'を

主し伸筋騰が脱日する場合があります.この場合にf.l、は

発生機転をつぎのように号えます.NI.P. 関節にリウマ

チ性炎症が起き h)'d ropsがおこる.このとき exlensor

aponeuroslsが左右対称的に伸展されれば"見臼はおこら

ないのでしょうが，どちらか字方がよけいに伸展すると

反対側に脱臼するようです. リュウ 7 チのときJまだいた

い ulnar i'L桁は 批判ateすることが多いようですが，!tJ 
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させた方がよいのではないかという考え方から危険なこ

とはやらない方がよいと考えたのでそう同lし仁げたので

す.

会長・ その他なにかー・. このあたりで so)'es教授に.

Boyes: ir土初の治療はよかった 腿や関節にも炎症が

波及している状態だったから切断する方がよい 残して

おくとさらにわるくなる しかし tnetacarpalshirtを

行なったことが化般の再燃を生じさせたと思う.

会長 .このj，E{9IJは治療の反省になったかと思lいます.

ではつぎの症例にうつります.回局助教授から説明をね

がいます.

田島 .つぎの長i:OIJは 27.%の公社員です.rll学生のこ

ろから外似，その他の誘因なく，(i中・環指が随意運動中

に持i発現象を Z乏して特児な拘縦iに陥るようになりまし

た これは患者の好きなピアノ泌奏の障害となるので，

1959 "1': 3月某院をJれたところ E.M.G.検1竺で神経筋

系に異常のないことを確認されlH:jを受けましたがえ}J以

はありませんでした.環指の M.P.関節背而尺側よりに

そのときの手術綴浪がみられます.私たちのところで初

診したとき巴していた現象を映|問でご覧にいれます(凶

2 ). ご覧のように restlngpOSlllonではなんら異常を

認めません. ところが指を以大!占1111してネを作るように

すると，まず ext.dig. COI1lIl1. rvが M.P.関節背百11で僚

側に脱fIし，これに随伴してじxt.dig. COI1lIl1.皿も11，]様

に脱臼します， 指を次第に伸J反し resllllgpos山 on に

近いj伎此にするとiild1野の脱臼は自然整復され，さらに反

対方friJすなわち般大仲良;させると再びむxt.d ig. COrllll1 

IV，ついで同IIIがヂii;t現象をtsiして続側に脱rJし， [11 

E討行は M.P関節制l山， P. 1. P.関節jsIJ伸11.l1， 0.1. P 関

節屈曲j(u紡すなわちいわゆる Swanneck clerorlllit)'を

呈します. ところがIlli白いことに小指はまったく 逆力

向の拘縮， M.P 関節やや過伸民， P. I. P. 関節屈l出，

O. [. P. 関節過{ITI以拘縮，すなわち boutonlliere &':}杉

に近いj技{立をとります

さてこの現象のメカニズムについて皆械に符察してい

ただくのがこの定例を提出した主 I~ 的なのですが，時四

の関係もあり夜、の考えをまずのべさせていただき，その

あとで持機からいろいろご批判をいただきたいと存じま

す.実はこの現象のメカニズムは非常に復維でよくわか

ないところがあり多少無理な点もありますが，頭のrl'で

組立ててみました.まず手術のためにこの;'Ys分を露出し

てみると ，環指の expallsioll hood の尺側に縦定する

11::1い亀裂がありました.旧い皮下断裂なのか昨年の手術

のとき切離したものかは不明です.しかしとにかくこれ
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図 3.症例 3

合によっては radialにも devialeする上必合もあります. さてこれからどうすべきかについて持絞のご怠見をお

私もリウ 7 チで ulnat 側に脱FIする広例に対して，脱 ききしたいと存じます.それを考えていただく参考とし

臼する ~IIJの apone uros l s がみじかいのか， また反対側 て残存機能を綜折してみますと(図 3)，運動系では肘闘

が長いのか不明ですが， 長い方の aponeurOSlsをきっ 節はかなりよく動いておりますが前腕回綻運動はできま

て， それを短縮して伸筋の上を cover するようにして せん.手関節は尺掌屈のみわずかにできます.指では母

成功した症例を経験しております. 指は内転拘縮， 4，5 j旨は M.P. 関節でわずかに屈rl1l可

会長 :ではこの辺で Boyes教授のご怠見を 0 ・・・ 能です.知党系ではN:i"J-神経支配領域のみlまぽ正常です

Boyes:非常に興味ある症例ですが，そのメカニズム が，続 ・正中村l経支配領域は完全知覚脱失の状態です.

はむつかしくてあまりはっきりわかりません. 脈管系では尺升Jj)Jj阪の持動はふれますが，挟骨動脈はは

会長 :難解な症例のようですが，この証例は extensor っきりしません・子背部の浮腫はかなり軽減しておりま

relinaculum とその機能が簡単にはわりきれないむつか す. つまり高度な運動系損傷があり，正中神経が 6cm

しい問題を含んでいることを示しているように恩いま の欠損あるため大切な該神経支配領域がほとんど anesー

す thesiaの状態にあります.このような点を考慮の上ご検

つぎの症例にうつりたいと思います. 討をおねがし、します・

田島 .第 3の症例は 25才の農家の主婦でJ宮、側は右手 会長 .ただ今の説明の通りでありますが，約 l年前の

です. 現病}震を簡単に申上げますと， 1113利 34，10， 22 創でなんとか皮Ir可移植で古11を閉鎖することはできたので

日英もみ機のローラ ーに巻きこまれ右前腕に高度の持創 すが，このような状態に対して機能再建は可能であろう

をうけ，即日皮JIIiの 1次縫合をうけましたが，化膿し皮 かということですが，どなたかご意見を

府は壊死に陥りました.昭和 34，10， 29日富IJ化膿，皮 高岸 :非常にむずかしいですが，私の患者なら手関節

府綴死の状態で当科を受診しました・ が屈曲折J縮におちいっているので，これをもう少し背屈

ただちに debridemenl，食塩水泡布ののち中間居値皮 位で関節回定術をやる・それから拝見しますと M.P.関

を行ない. 1部皮膚生着をみない部分は再値皮を行ない 節が動いていないので， これに対しては capsulectomy

ました.この場合手掌面は有柄，背側は中間層で被覆し をやる・母指は対立イ立にもたらす.その他はいじらない

ました. 2カ月後創は完全に閉鎖しました.このように 方がよいと患います.

して約 2カ月後には創を完全に閉鎖することができ，つ 会長 :正中村I経支配領域の知覚が完全脱失しているこ

いで後療法にうつりました. ともかなり而度な障害ではないかと考えます.これを含
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めた再建となると ，またさらに閑難になると思いますが ますが，もし不能ならばもちろん遊離神経移植を行ない

・.その他どなたか・・・・. ます.これを行なうとすれば，肘や手関節を屈曲しなけ

諸富・・私も高岸さんの意見と同じです.手関節は背居 ればならないので，手関節の固定術より前に行なう必要

位にする.それ以上は困難ではないでしょうか. があると考えています.

会長 :手関節を良肢位に固定して，あと母指を対立イ立 会長 :この症例はこれで終りたいと思いますが Boyes

にもっていく.できれば示指の屈伸くらいはなんとかさ 先生なにか・・ ・

せたいのですが，どうでしょうか・・・・. 田島 :実は汽車の中で Boyes 先生とこの症例につい

池田 :Flex. carp. uln. が残っているのでこれをな て discuss したのですが， 正中神経の修復が大切であ

んとか使ってみたい. り，子関節に対して固定などする前に正中神経の修復を

会長 :Flex. carp. uln.をどういうふうに使うので するのが第 1であることを強調したいといっておられま

すか. した.

池田 :今いわれたように指の屈曲か伸展に使いたい. 会長 :有難うございました.これでこの症例を終りた

会長:肘関節の可動性はほぼ正常ということですが， いと思います.時間の関係で第 4症例ははぶきまして最

これを使ってという考え方はないでしょうか. 後の症例 5に入りたいと思います.

津下 :正中神経に欠損があるそうですが正中神経は大 田島 :ごく簡単に説明いたします. 18 _.fの男子工員

切ですから神経移植をやられたらよいと思います.それ でスライド (図4)のようにまったく左右対称的に 2・

から肘を使って指を屈曲させるのは私は VoJkmannの 3・4折の手奮状皮膚剥離 (degloving)をうけた症例で

患者に対して行なった経験があります. 5本の健を肘の あります.

額上部に tenodesis式に固定し，肘を伸ばすと指が屈曲

し，まげると指が伸展するように試みたのですが，理屈

ではそうなんですが，しかし指を伸ばしたとき物をさげ

る時かなりの力がはいったがあまり効果はよくなかった

ので，それをまたはずして院移植をやりました.手関節

がある程度動くなら関節固定術ではなく伸筋院の teno-

desisを行なうかさらに f1ex. carp. uln. を佼つての腿

移行術などがあると思います.

会長 :有難うございました.時聞が十分ありませんの

で，夜、どもの研究班である程度治療方針が立っていると

のことですので，その点を田島助教授から紹介していた

だいてそれについてのご討議をおねがいしたいと思いま

す.

田島 :移植した中間層は前腕骨の periostに付着して

いるので再建するとなれば，この部の皮!舟を replaceす

る必要があり， もちろん手関節は良肢位に固定し 1・

2中手骨間固定を行ない. これによって浮いた fJex. 

carp. uln. を dorsalをまわして，exl. dig. comm.に

transfer します.或いは exし dig.comm. n. IIIのみ

に trans[er します.ついで flexorの方ですがやるとす

れば津下先生のいわれたように tenodes目 的になっても

良肢位にするために biceps，brachialisのうちのどれ

かを tendon[ree grartで延長して送力筋として使いた

いと考えております.

つぎに正中神経が約 6cmほど欠損していますが中厄

まで十分剥離すれば端々縫合も可能ではないかと恩われ

Area of degloving 
skin defect Tendon sheuth torn 

Degloving (symmetric). 

図 4. 症例 5.

会長 :このような新鮮H寺の状態にどのような治療が必

要でしょうか.

丸毛 :腹部カミら 3つの管状皮弁を作って皮膚移植する

のがよいと思います.

諸富:このような場合には新鮮創に対する治療をやっ

て皮膚移植のよい母地を作ってやることが大切だと思い

ます.私どもはあたたかい食塩水で洗い，物理的に細菌

その他をとり， 壊死になるような部分は debridement

を行ない，腹からの有茎植皮を行なうようにしたい.

会長 :中間層植皮についてのご意見は・・・・.

高岸:24時間後ですから創の状態がよければ pocket

flap gra[tが， しかし創の状態がわるかったら中間層植
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皮をやり 2次的に pocketf1ap grartをやりたいと思い

ます.

会長 ・有柄または[I[間層というご意見ですが，いずれ

にしてもれ11を早〈閉鎖した万がよいというようなお考え

のようですが

諸富 ・在、うっかりして時間をきいておりませんでした

が，24時li日もたっての11がきたないようならi¥ii'めの中間

層でA:IIを閉鎖するのも Iつの方法かと思います.

会長 :有難うございました.これは処置しおわった症

例ですが，その経過をl日島助教授からお話しねがって，

これに対してご意見をおききしたいと存じます.

田島 :24 /!寺間たっておりましたが創はきれいであり

ましたので 1次的に自11を被覆する方がよいと考えまし

た つぎに村1皮片の種知ですが，阪t鞘がやぶれて艇が露

U¥しているような状態だったので中間層よりできるなら

pedicle flapの/Jがよいと考えました.Pedicle f1ap と

しては ahdolllinal pedicleにすると， 皮下脂肪層がj李

〈全周を coverせねばならないので，できあがった折が

ふとく不絡好になりますので， I交問がうすく脂肪層の少

ない前胸却をよiliびました.肋間腔に桁を I本ずついれる

ようにしました. この際指の全周を covelするために

は皮膚が桁の11'1:径の 3.1-1倍もいるんですからできるだ

け桁を聞かせておき州切離のときは遊離植!支を追加せず

に I次的に指の全周を閉鎖できるように心がけました.

約 3週間で柄切離を行ないました.やはりの柄皮門[旬私

が少し不足しましたので中1:日層で補足しました. I求書に

よると clcglovillg後の良好なI.P関節運動は則自でき

ないし，また pcdicle gral"tも鋭敏な匁l覚がないので，

結局指としての機能は非常に悪い.1111ふ;の clegloving

の場合には，むしろ切断の方が実際的だという意見もあ

ります.しかし本例のように両側 3本ずつの degloving

では切断してしまうわけにはいかないでしょう.この症

例では術後予期以トに I.P. 関節の屈仲運動が回復して

います.もちろん知覚は非常に悪く，ときどき末的部に

7)<:泡形成などをみるといっております.

会長 :このような状態でありますが，これは比較的う

まくいった感じがしております.なにかご意見は・

Bo)'es教授どうぞ・

Boyes・本例で行柄lio皮N;jが 100% の 1WI治癒を営

めなかったIJ~f悶は皮膚 Illi積がたりないことだと思いま

す となり l，jJ志の桁 3本を tllbepedicle f1ap で cover

しようとすれば皮仰がたりなくなるのはヨ然です.荘、な

ら示指は切断して，中指と環桁の 2+に対して同じよう

な処置を行ないます. こうすれば 1007ぢの 1)01治癒は

可能と汚えます.鋭敏な知覚をうるためには Littler ら

の促唱する islandf1apを行なうとよいと思います.こ

れは小指の末的問fl:学.1削皮肉を l側のIfn管・神経*をつけ

たまま切りとり皮下を通して中指のfinger p"lj】に移糾

する方法です.

会長.どうもありがとうございました.

大変急ぎましてその上ィ司11れな司会でございました

が， .j 症ザIJに対して I;.'J~命釘の皆紋からいろいろごぷ見を

おきかせねがいましでありがとうございました.

これをもちましてパネノレl討議を終りたいと思います.

どうもありがとうございました.

(拍 n
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VII.学術展示

1.断裂した遊離移植鍵の組織学的検討

小谷勉(大阪市大整形外科)

木!没康時(大阪大学 ゲ ) 

1. 研究目的

艇を atraumatlc に取扱かうためにはいかなることに

注意すべきかの問題

2. 研究事項

a) 艇を不注意に扱ったり，遊離!院として使用すると

きに見られる特異な性状の解明

b) 健手術失敗例の反省

3.河O例

昭和 32，7， 29 円 100貫ほどの荷が右手の上に落下

1 して環指屈艇を切断，早速某医に皮膚のみを縫合された

(腿断端を見つけえなかったとのこと)• 昭和 32，12， 

25日に遊離腿(第 4長指伸筋健)移植術を行ない，昭

和 33，4， 30日に癒着剥離術を行なった. Hn和 33，6， 

4 日この患者が扉を開けようとして，指に少しばかりの

力がかかったときに移値隠は断裂した.遊離l賂移植後 5

カ月余のことである. 昭和 33，6， 11 日本標本を採取

する.

4. 断裂した部位は移植!健の中紅側で， かつ縫合部位

より移植健側に少々片寄ったところである.標本は長軸

方向の連続切片病理組織標本をつくった (H-E 染色お

よび V・C 染色)• 

5. "j¥:艇は不注意に取倣かわれたがために切れたので

あって，この標本は切れるべくして切れたことを如実に

示している.

腿には局所壊死{象をはじめ，いわゆる肉芽様の腿組織

(腿様肉芽組織， 修原線維の再生はなお不卜分)， 或い

はいわゆる変性などの特異な所見がみられる(鍵変性の

種々相をほぼもうらしている). なおこの特異な所見

は，従来思いもかけないような場所にも現われていた.

炎症性細胞の浸潤はみられず，局所性赤血球の浸潤・溢

血・出血や局在性空泡変性像などもみられる.

6. 腿組織は大へん特異な性質をもったものがあるか

にみえる.この点に関しては，本例において得られた組

織像の多くを，木股は家兎長挺実験をもって再現できた

(中部日本整形外科災害外科学会雑誌 巻 3号4，615-

637貞).この家兎実験鏡検標本写真をも併せ展示した.

2.米国において使用した各種手の副子紹介

高岸直人(広島日赤・原爆病院)

米国留学中 WayneSlate University， Dr. Posch の

もとで使用していた各種手の副子を持って帰りましたの

でその紹介をしました

Oppenheimer splint 

KnuckJe-bender spJint 

Spring cock-up splint 

Miniatllre knuckJe-bender splint 

Min iature reverse kn uck Je-bender spl i nt 

Spring wire safely pin splint 

Cock-spring splint 

GllrdJe splint 

Mason universal spJint等.

3.フォルクマン拘縮の治療

津下健哉赤位秀夫(岡山大学整形外科)

過去4年聞に経験し，治療を行なったフオルクマン拘

縮患者 16例のうち数例の症例について術前の所見，手

術時の所見，術式，術後の所見，壊死筋の組織所見等に

ついて写真，セーマ等を展示した.

4.母指対向運動再建手術

津下健哉(岡山大学整形外科)

高橋俊一郎栗生筒一郎(邑久光明園)

癒による麻棟手約 50症例，これに小児麻療等を加え

約 60症例に母指対向運動の再建手術を試みた.とれら

は主として Bllnnell 法により手術を行なったものであ

るが，本法のみによっては真の pinchは得られないと

いう欠点がある. そこで最近では Flynn， Riordan， 

Littler らの理論に息づき短母指外転筋の機能を再建す

るごとき艇の移値も試みている.今日までのこれらの経

験より，その術前， i向後の所見を示すとともに，母指対

向運動障害時における変形発生の理論，短母指外転筋の

;志;義，母f旨末節JtIl曲拘縮の問題，第 1，2中手什聞の皮

膚拘縮の除去，そのほか起こり得べき諸問題についての

現在の我々の考えを展示した.

5. 把持力に関する研究

柳 谷幸敏江川常

初木篤 土井照夫(大阪大学整形外科)

演題 7)の展示.本文 715貝参照

6.実験的鍵損傷の修復時の組織化学的研究

If.野太郎大木知伸 (和歌山大)
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演題 20)の展示.

7.手における人工臆手術の経験

主守内省三 n:子長武 lillJ部一郎(東北大学整形外科)

主ii題 (21)の展示.

8. 損傷指の脈管学的研究

必林誠之助(東京労災病院整形外科)

予の動脈造!~~例が約 500 OtJある. そこで以下のよう

な点を中心に述べた.

1) ほとんど切断されながら妓存した指の動脈問復

2) 動脈弓等の損傷とその回復

3) mm.H町拐による指動脈の減少

3) 人ii:;指の動脈像

VIII.学術映画

1.手の外科の治療原則 2) Finger lip lracing chan (指尖軌跡、線問)

〈新irJ大γ:Tの外科研究班) 人の指|刻節は 3ないし 4関節よりなり，したがって

Tのh仰を行なう場合のぷ本(I'JT技， すなわち麻酔 指尖の描く軌跡は面積を形づくる.このITIi積の大小は指

法，消tlJ法，位置づけ，敷布のかけブj，空気止IUl;待使用 の司動範Wiの大小をぷすことになる. またこの 自ngel

法，および皮府，，縫，神経縫合法等を供託した liplracing charl (指尖軌跡、面)に対して!手術指尖の揃

2. 私たちの用いている手の弾性副子 く軌跡との間の面積は pinchareaとなる すなわちこ

(新潟大ヤ・手の外科研究班) の面積内においていかなる pinch も行なわれる，O(であ

手の外科においては後療法が治療の主要部門を占め る.またこの lrac川 g cu[ve に包まれたlla秘は max.

る.後波法の主体は自動運動療法であるが，その補助(1'] area， efTeclive areaの 2つに分類される.この efTec-

手段として'Pii性副l子を}甘いることは，後療法の全期l聞を l，ve area は max. area 内にあってしかも下の機能 l二

通じてきわめて効果的である 一万，神経麻帰等を主体 もっとも有効な面積を現わす したがって偏傷下の指

とした多くの疾患に対し筋麻iqiによる変形の|勿1[:，さら 尖の悩くtIti砧がこの c汀eclivearea に対する'，1司会にょ

に積極的に相11経凶復を促進させる意味で弾性I，¥IJ二子の使用 り，その損傷手の機能の評価が可能である.すなわち戎

はきわめて重要なことである. しかしこれらは合理的 々はこの指尖軌跡線図を作製することにより釘傷手の正

で，だれでも手軽に作製し忠者も子軽に使用できるもの 常手に対する disabilily の而積的評価ができることに

でなければならない.以上の日的で払たちがけ常用いて なる.

いる代表的弾性雨IJ子とそのまE点を供覧した 4. 手の新鮮開放損傷に対する治療法

3. 損傷手の機能に関する研究 (新潟大学予の外科研究班)

浜崎fIl.J.ミ(九州大学整形外科) 子指開放損傷の初期療法.ロ ーラーに巻き込まれて手

長谷川春雄原武良11()L州労災病院整形外科) 部(第 1例)， 前腕部全周→手部(第 2例)の開欣隊創

1) Funclional accommodalion を支った拡例について，急救処置から，深部組織修復術

u員傷手の機能的I1回応) 直前の後療法にいたるまでの治療の要所要所を連続的に

受傷後数年以上経過せる損傷子の患者の 11常勤作およ 供覧した

び作業動作における機能的I1民応性について，直径この動 5. フォルクマン拘縮の手術

作を映写分析した. 作下健哉 (岡山大学整形外科)

10才少女のフォ ノレクマン拘縮患者について正中，尺
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骨神経の!ldJ離をねーなう とと もに娠痕，駿死に陥った前腕

屈筋， すなわち深指屈筋および長時指屈筋をすべて切

除，比較的変性の少ない浅指屈筋，長掌筋および尺側手

fl~屈筋に深折府筋艇を縫合した. この症例を中心として

他の 1，2症例について手術状況を供覧 した.

フ ォノレク 7 ン拘縮の治療は前腕の椴痕11[1を開き，その

;'Ýß の筋の"!1íË~峻タE状泌を-~'"することにより今 11 まで 1 j 

なわれていたliij腕1'1-の骨短縮，或いは手関節也j定術等が

ほとんど無色:味であり， Seddonのごとく壊死筋の令矧l

出が理"命的にまったく正しいことを知るのであるが.J亥

タE筋別t.Hl去における|従移IIIJJ術にもなお陣々の|問題があ

るごとくである.

寸
↓
叶
吋

学術映画 791-( 95 ) 

なおこの映画は術後19T見の迫求口H与が短く未完のもの

であることをおことわりしておく .

6. 手の外科的解剖学 (掌側篇)

(新前大学ずの外科研究班)

7.手の外科的解剖学 (背側篇)

(新川大ツ:Tの外科研究班)

許可を得て行なった新鮮切断上!伎のfiJ10刊を主体とし，

さらに目的に応じて子術中操作や健常子の諸動作を，ま

た模Y弘図解による解説をも加え，手の外科の臨床に必

要な， 手を附成する諸組織のJ::1f権iiEと， その相h関

係， それらの機能的特以について基礎的知比を供覧し

た.
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編集後記

「手の外科」というと， 整形外科医にとってはなんら

奇異の感がなくとも，一般外科またはー般医家にとって

は，そんな小さな範囲の外科で学会を作ってどうするか

と考え られる|何きも少なくないと思いますこれは 「手」

という ~'(il分のlよさにのみ目を奪われて，機能という函に

思いをいたされないからでしょう. 子の機能の同住とい

うことに「手の外科」の主要目的はあり，これは/5難の

道ですが実り yい分野です.

整形外科医にとってこの方面を忘れていたのではなく

て，今まで子の機能の再建をところみて非常に苦い経験

を味わっているのは私ひとりではないでしょう.BlIlIllel 

をはじめ諸先輩たちのおかげで治療方針が確立され，治

療成紛が自にみえてあがってきた今日， このブIJIlnの経験

を持ち集まって，お1iいの意見を交換することは必要な

ことであり，これが昨年度の記録です.

務形外科のー特殊分野として，雑誌「援形外科」が学

会のお手伝いとして本号をお送りするわけです

(1. M回生)

一 寄稿のさだめ一一

1) 綜説・論説-進歩・).1;礎との境域(300'ぷん 10-20枚).

:i1~一線~地臨床家のための補習議時的のもの， 整形外

科fil1域に関する調査または建設的意見，わかりやすい綜

合的紹介記・JJ.
2) 原著・経験と考察 ・整形予術手伎 海外見聞・臨

床諮義 (400字詰， 5-10枚).

3) 小臨床室 (400字詰， 5-10枚).

4) 学会だより (400字詰， 5ー 10枚).

5) 診療余卓・本日の検討・きかいと装具(5-10枚).

6) 整形トピックス (2枚半)せいけい際筆(2-10枚).

7) そのほか整形外科およびその境域に関するいろい

ろの臨床テー7.

寄稿について 口語体・ひらがな総書で平易・明瞭に，

かならず新かなづかい，新医学用語を用い，欧文，数字

は特にはっきりお EFきください.外!吋語名は外国総に外

国名はカタカナで， 数量を示す文字は， ITI， cm， I川川11川川11川川m

μん，1ム， cc， kg， g， 111】g 等をお用いねカがEいます. その他

図 1，図 2，一一 表 1， 表 2，一一症例 1， j， i~例 2 ， 一一

第 3指， :;r~ 4指，一一策 12胸推 (BW.XII)，第五腰

椎 (LW.V)等の用例におしたがいください.

写真は特に鮮明美麗なるものをいただきたく，特に縮

写なさるにはおよびません (35ml11型の湯合は予札型程

度に引伸して下さい). ご希望によって彩色版も使用し

ますが，この場合は彩色版代と印刷代だけをぷ:(!fに負担

していただきます.

別冊は 30部を贈呈いたします.それ以上ご荷望の場

合は 100部qi位を実質で提供いたします， (30部以上

ご希望の場合は原稿に部数を朱記してください)
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