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特集

日本の手の外科1962年
この特集号は， 1961年 10月1日， 神戸において柏木大治教授主宰のもとにひらかれた第5回日本手の外科

学会総会の内容を集録したものである.

「整形外科J 編集部
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日本手の外科学会員IJ

if， 1 章総則

第 l条 本会は日本手の外科学会と称する.

第 2条 本会は手の外科の進」長発達を図るのを目的

とする.

第 3条 本会の事業年度は総会f去に始まり，翌年の

総会日を以っておわる.

第 2 章会員および会費

第 4条 会員を分けて正会員および名誉会員とす

る.

第 5条 正会員は医師にして木会の日的に賛同する

もの，名誉会員は本会!こ功労があり総会に

おいて推薦せられたものとする.

第 6条 入会希望有および退会せんとする者は住所

姓名を認め，そのむね本会事務所に申しこ

むこと.

第 7条 会'l'lは年額 500円とする.

第 8条 会員にして会貨を納めないものは退会と認

める.すべて既納会貨は還付しない.

第 3 章 役員

第 9条 本会に次の役員を置く.会長 1:名.評議只

若干名.書記を置くととがある.

第 10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重要事件を評議

するものとする.

第 II条 会長および評議員の任期は 1カ年とする.

重任を妨げない.

第 4 章総 会

第 12条 総会は年 l同とする.総会においてはλの

事項を挙行する. 卵、務会計報告. 役員法

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.

茸114条 総会の次第は 2カ月前に会員に通知する.

第 15条 総会において演説せんとするものは会長指

定の期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f聖f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!~席会員

半数の同意を要するものとする.

日本手の外科学会

日本手の外科学会評議員 (昭和 35年)

飯野三郎，伊藤忠厚，伊藤鉄夫，伊藤京逸，岩原資猪， 岩崎

高介，猪狩忠，服部奨，西新助，西尾篤人，太回良実.

大根回恒雄，岡野圭祐，恩地裕，1河都文一郎，}II島 弥，片

山良完，柏木大治， 高岸直人，高瀬武平， 玉井迷二， 田島達

也，土屋弘吉，鶴田登代志，津下健哉，中野球吾，永井三郎，

内村正雄，上回文男，野崎克三，来須正男，山国首~{吾， 必林誠

之助，松丸Sl:，福島 正，藤本憲司，児玉俊夫，河野左宙，

近藤鋭矢，古賀JIJjー， 背池勇雄，前山 巌，前之図三郎，天児

民和，有原康次，綾仁富弥，宮崎淳弘，宮城成圭，宮本孝男，

三木威勇治，水谷兼晃，水野祥太郎，水町四郎，烏 啓吾，清

水源一郎，諸宮武文，森益太，森崎直木， 鈴木忠一郎，鈴木次

郎，鈴木良平 (以上イロハ順).
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年1962 日本の手の外科

日本子ω外科学会

柏木会長 :ご承認していただけますか(拍手). 

2.協議事項

1) 次期会長と開催場所

柏木会長 :次期]会長の選出をいたしたいと思います .

どなたかご推返される方がありましたら， どうぞご遠慮

なくおっしゃって下さい.

天児評議員 .やはりこれは.)ド'/誌に熱心に手の外科を

おやりになっておられるところにまわした方がよいと思

うのですが，大体一通りまわりましたので，岡山の作下

助教疫が剥 'rifi;に熱心にご十世告されてますし，岡山に一つ

お願いしたらと私の頭にi手ぶのですが，しかしあまりた

びたび関西でばかりやるのもどうか・・・・その点私ご意見

があると困るのですが・

柏木会長 :いかがでございましょうか，ほかにど意見

がございましたら・

児玉評議員 .間山をごHtii'iいただきまして非常に喜こ

んでいる次第でございます.実はこれにつきまして万が

一岡山の)jにご桁令がありました際.私としましては会

長を私よりその方ずばりをもって次期l会長をやっていた

だいたらと思うのです.全然fY<jwlでは私手の外科に千ーを

つけておりません，全部iltード君にまかせております.ま

あ年令といい.今までのイ上'Fといい，会長となりまして

もそれほど子の外科学会のかなえの軽重を問われること

はないと存じます.実際にやっている人にぷ任と杭限と

名iちを与えてあげたら，ますます発反するものと思って

いますが，しかし実際の会の運営となるとなかなか大変

なようでございます 無冶，は F君が会長となっても教

室を挙げて，援助し荘、も後見となって世話をいたします

が，やはりいろいろ今までの慣習もございますので，し

たがってもし岡山をご出命下さいました場合には，私に

次期l会長をご指命下されるか，またそのものずばりでilt

下i¥に次期l会長にご指命下さるかは，皆保方のご決定に

科jちまして，どちらでもよいのでございますが，私自身

の考えはilt下君，そのものずばりを者望いたします.

柏木会長 :ほかにどなたかご意見ございませんか9

岩原評議員:児玉教授がiド下助教授をご推選されまし

たが， 私は児玉教授がよいと思いますがどうでしょう

おL

柏木会長 :ほかにどなたかご意見ありませんか，ない

ようですから，ではまず開催地の投票を行ないます(投

票).

1.評議員会議事録

柏木会長 :それでは{肘ふただ今から:;ri5回予の外科

学'会民葺員会を1)1]きます. まずTーもとの会ロ|ー報i!i古によ

り公司版告を行ないます.

1. 庶務会計報告

天児評議員 .メ|三年度の会計報告を行ないま T.

斗
二4

木"1三 JJ[ 日本手の外科学会会~I 報告書

(f1!3f日36年 9月 20FI ~WJ. 

3-11，316円

2:>4，316 I~ 

87，000円

66，500 I.LJ 

6，991 IIJ 

414，807円

収入の吉11

前"rEl'からの繰越金

内訳(的恒l繰舷金
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会1'i，請求通知

会長との述絡

'):¥:iJ5t7 

西洋紙 (300枚)

振信用紙(10冊)

来IL社、代は，但し雑誌一冊につき 250円

補助いたします. 136，460 Ig 

開催氏(神戸医大渡し) 60，00o Ig 

計 201，580円

213，227円

(内現金 1，020円)

天児民利

4，2:)0 Pl 

170円

300円

400 l:g 

差引引在:両
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柏木会長:投票の結果は満場一致で岡山に決定いたし

ました.

河野評議員 :児玉先生に会長をぜひお願いしたいと思

いますが.

柏木会長 :皆さんいかがですか(賛成相手). 

柏木会長:ではど賛成を得ましたので次期l岡山での会

長は児玉教授と決定いたします.

柏木会長 ・つぎに会期の問題でございますが，次期会

長に一任ということにしてはどうでしょう.

児玉評議員 :岡山は 10月に国体がございますし，暑

いところでございますので，大体今ごろがよいと思いま

すが・-

柏木会長:では，開催時期は会長に一任ということで

よろしゅうございましょうか(j白手). 

2) 専門語に関する件

柏木会長 ・ つぎは !!H~，;吾に|渇する件ですが，これは昨

年の九2義員会で専門活を統一しようという訴が出まし

て，この委員会を設けそこでまとめるということになっ

たのですが，新潟大学のお世E活により，このような立派

な物ができましたので，これをご検ロJI~i(jいます.

河野評議員 .昨年の評議只会で，水型f-， 3!f世'!.i;;f試員の

提だにより，手の用語小委日会を作ることとなっており

ましたが，時期がせまりましたので， SH.¥助教授を中心

とした私の教室でこのような架を作り，本会場でご検討

をいただきたいと考えております.

柏木会長・どうもありがとうございました.

三木評議員 ;手の外科用語も，解剖学月l語や，整形外

科用語をできるだけ使っておりますが，このつぎの機会

に入れてもらって，医学用語とし，使ってもらおうと思

います

(田島評議員より手の外科用語の説明について発言).

柏木会長 :それでは皆段よくご検討下さいまして，次

期会長と整形外科学会用語委日会と， ごIW例て'すが河

野，回烏，三木評議Llにもう一度，ご検討いただきたい

と思います(拍手). だいたい司'議事引はこれで終りで

すが，なにかご発てiございませんか.

天児評議員 :もうぽつぽつ手の外科雑誌が年!二 l同は

出していいのではないかと忠いますが・・・・， 金がかかる

ことですので， ~I表と写真代だけは，個人で民但しても

らってはどうかと恩うが・・・・.

(数人の委日より;e，J'あ り)

柏木会長:雑誌、については意見もたくさんおありかと

恩いますが，木年は昨年度と同絞に雑t芯 r.怪)f~HH_Iの

別問としてjs.i去することにいたし，その後険".jしたいと

思います.そのほかなにかご促'定ございませんか‘ない

ようでしたら，報告事項に入らしていたださます

3) 報告事項

今までt町五日は，ほとんど教授の方は会内;入っておら

れますが，木円鈴木教授(制島医大). 終{てrd~ (岐阜

医大)を推灼いたします.それから私の教引のがJ之図助

教授をJf誌μとして他的L、たしたいと足以、ますので，ご

承認をお願いいたします(拍手).

柏木会長 ・長時nuご協議干!難うございました.これで

言、f';五日会を終ります.
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11.一般演題

1.胎児手前j辺助fUJ腿の桝剖学(1':]研究第1報

必メ|正太郎 松崎昭 夫*

九州大学整形外科教室

手は人体でも変化の多い器官である.成人の手につい

ては， 解剖学的観察結果を今まで発表してきたが，今回

は 4-8カ月の保存胎児屍体標本につき行なった解剖学

的観察結果より ，主 として長掌筋，長母指外転筋，短母

指伸筋，深指屈筋，虫様筋，骨間筋，および特記すべき

筋破絡について，肉眼的観察結果を報告する.

胎生4カ月以後においては，手の筋はすでに成人とほ

とんど変らない形態を示しており， l3カ月までの聞の形

態的変化は2言明でなく ，ただ皮下脂肪は 6カ月以前では

少ないのに比し-カ月ごろより目立って多くなってい

た.

長ゴ主筋の欠除について，欧米人では 10-30%， 日本

人で 3%IJiH去の数イめが報告されているが，

今回の，0Tでの，1I，¥J1tでは 3例 (6%)の欠

寸 除がみられた.その :2{9rJは同一胎児の両手

であり，ほかの l例は左J-のみであった.

なおそれらのいずれにも手学院映は存在し

ていた.本ilJJの[:iW音[;は子学関!映およびI寺

指球筋に述らなるもの:29例(:J8?o)，手'立

臨t肢のみに述らなるもの 113例 (36%)であ

。) 第 l中手骨 l 

短母指外伝筋および } 1例(2. 2;;百)

母指対立筋 j 

であった

短母指伸筋腿は母指基部に終らず末節に至るものがあ

るので，その停止部を調査したが，

1) 母指基節に終るもの 27例 (67.5;;百)

2) 母指末節に至るもの 12例 (30.096)

3) 欠除したもの 1 fJrJ ( 2.596) 

を認めた

深指屈筋についてJJill相互聞の連絡，ならびに機能的独

立性に関しては，我々がすでに成人の手について報告し
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長母指外伝筋については，その附着部に

関して調査したが，附者部は，

1) 第 l中手'百基音[;のみ

16例 (35.6%)

2) 今'~ !ヰjf恒Jt音jjおよび )
p6例 (35.6%)

大多角什 ) 

3) ::;n 1 <中手何某部および)
~ l3 {9rJ (17.896) 

短旬m7'~転筋 l 

2fyrj 3 2 

図1. 虫採筋の各種形態.

たが，今回調査した胎児では，成人と趣を異にし，手根

管部において分離してはっきりと認められる鍵は，示指

への腿のみであり，ほかの 3艇は互いに分れる傾向はう

かがえるが， いまだ完全に分れておらず， さらに示指

股，中間此川はIJ~Hl述給をもち，これもかなり l'ifいもの

が .3.3砂rJあり，残り 17例は比較的主IJい般によるもので

あった.1例においては以lけ町田筋との問にもそのよ う

な迎絡があった.同<j行，忍11旨，小t行自主問は!.lltl筋を聞に

合み， 中そ「刊の中 rL\J [~t近まで， 板状と形容できるよう な

外側を主し迎給している.上記連絡は示桁よりも小僧側

において，より 末的まで続いていた.なおこの状態に，

4) ;n 1 'Þf-HJ.~部

大多角'11および

矢i 同J行外転5Jh

5) 大多角什

包lI:jj旨外'1il;5J百

)
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胎児月令による差はあまりみられなかった.とれらの事 を示すものは 18例 (36%) しか存在しなかった.

より，示指!拠はほかの 3腿に比し，早期より独立性を獲 骨問筋については，その附着郎を調査したが，'~~:側骨

鉛していることが解剖学的にもうかがわれる. 間筋の附イヨ部は，

ょH'f<筋は，上記のごとく，深J行屈筋IYd!r:リにイ了在し，中

称起始日刊も，広く股絞連絡があるため， うよJ1;ft{-li'¥liがわ

かり にくいが，詳細に観察することにより ，ilJJの;t行を

判日1)できた 調査した 50手で欠除例はなかった.形態

は変化に富んでおり，図 1に示すごとくである. 附着

部，附酋側は，

第 i虫機筋は，全例示指榛側 lateralband 

!l5 2虫段筋は，全例中指桟側 lateralband 

m3虫段筋は，形態が一番変化に宮み

E者指僚側へ 40例 (80%)

2頭をもち環指楼側，中指尺側へ 10例 (20%)

附着部は， lateral band 48 {71リ(96%)

} 2例( 矧)

気Jl1土l:l.f.エ筋は，

lateral candおよび

環指基節骨基部

小指院側へ 41例 (82;百)

2 >'11をもち小指筏側，環指尺側へ 8例(16%)

政指尺側へ Iタo( 2%) 

附凸，'¥1>1ょ lateralband 39 {y1) (78;百)

小指~節'丹」iEfl刊 9 {YO (18%) 

Laltral balld および l
~ 2 {YO ( 4%) 

小出JAE節付基部 j 

図 2. 深指屈筋が 4鍵に分れていない.

であ り 2iifjをもったものは， いずれも laleralband 

に附着していた.また，第 l虫様筋において，区11の

ごとく手段管より近位で，浅指屈筋背側，または深指屈

筋より起こった腿の末梢にて筋腹を形成し， 派指屈筋よ

り起こった正常の虫様筋に合した破絡例を認めた.4個

の虫係筋がすべて図 1に示すごとき，いわゆる正常型

!:n l :';¥似IHWUif百lateralballd 'J6例 (92%)

2例(4%) フjリ行J，tilIi'丹JM';jl

j、J行jsL節十j'&古liおよび }J ~1-Ij.l 4 <J d-. V'  ~ 2例(，1%) 

latcral band I 

み'52"iiJII)付r:un百lalcralband 'J7 {y1) (9，1%) 

2タ1) (，J%) ~指J主節旬 j，E部

latera I band および } 
~ 1例(2%) 

環1:1)I~節骨基部 j 

第 3:手:側骨閲筋 laleralband 3，J例 (68%)

I<J {71) (28%) 小指基節骨基部

Laleral bandおよび l
~ 2例(4%) 

小指基節骨基部 j 

図 3. Brevis typeの l例.

で， !:r~ 1， !1~ 2学側骨間筋ではいずれも 90%以上が

lateral band f乙附若するのに対し，第 3掌側'i1問筋ーでは

基節骨法部のみに附着するものが 28% もあった.背側

骨間筋については，

第 l背側竹間筋示指基節骨基部 46例 (92%)

lateral band および 1
~ 4 {0J ( 8%) 

示指基節骨基部 j 

第 2背側1'l'問筋 lateralba吋 および )
~ 22例 (44%)

中指基節骨基部 j 

中指基節骨基部 19 1抑1) (38;百)

laleral band 9例(18%)

第 3背側刊'1日j筋 lateralband 43例 (86;百)

laleral band および l
~ 6 {0J (12%) 

中指基節骨基部 j 

中1IT2;l;節'円'基部 1伊u( 2%) 

第 4背側骨関筋 laleralband および}
~ 21例 (42%)

環指基節骨基部 j 
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LateraL band 17例 (3496) 筋腹を有し，大きい方は，中指jt節'百本部背側，ほかは

ß;'l j旨)，~ílí'j'月五E部 L2 !:f~ (24%) 個有ぷ指仲筋!防学側に附着，第 3 伊lはヴ~ --1中予'庁fflflj尺

であり， m 1 :;;'.1側骨問筋は， 主として人間i'丹のみにつ 側より起とり，小指中下J行関節褒背而l乙附着していた.

き， ~n 2 -!r1Jl1J竹間il7iでは lateralballdおよび)，Q¥I'j'円・ 以上総括すると， 4 カ月の胎児においては，すでに下

京郊におくものが比較的多く， !:f~ 3背側什問筋は 1ーと し の筋は成人とほぼ同級の形態をなしており， 8カ月まで

て， latcral band につき，?f~ 4背側何問筋は， J:liCの の異なる胎児刀令flUに析しい変化はないが，これらを!お

いずれにもあまり片よらず存在することが観察された 人のそれと比絞すれば，深指屈筋は子阪管の高さでは，

そのほか背側において， ;;例の BlInncLI のいわゆる 示指腿以外はいまだ卜分に分化しておらず，示折へのl地

brevis t Y peの筋を発見した(図 3)， 1例は，中指の中 はほかの 31陀より早期に独立性を得ることが明らかであ

手手恨関節部背商より起こり，中手指関節袈背商続側に った.

附着，第 2タIJは遠位模尺関節背面部より起こり ，大小 2

寸
寸
i

2. X線像よりみた手の巡動第2報

心Jiju宜 架似宏介

宮 JJt<能久 l.!c ;11:武雄 イ1"久/uj降久*

日本大学整形外科教室

昨年の手の外科学会において正常人の手関節の運動を ので，月状骨摘出例においては中枢列の運動域の測定が

X線像より計測して手根骨中枢列と末梢列の運動域につ できない欠点がある.

いて報告したが，今回は月状骨軟化症の症例の手関節の 手関節全体としての運動域をみると，患側においては

運動性をX線計測，関節造影，拡大撮影 x線映画など ほとんど全例に運動域の減少がみられる.この減少の程

の手伎を用いて観察した. 度は様尺屈においては最大 39
0

より最小久平均 20.3'

調査対象は 9-W~で男性が 8 例，右側に多く，発病より で掌背屈運動における減少は最大 85'，最小 2。で平均

の期聞は 4年より 1年までで， 年令は 19才より 25才 36. l'である(図 l，2). 

までで 20才前後がもっとも多い. 手関節の運動は検骨を手根骨中枢列および後者とぷ附

治療法は 3例が月状骨摘出を受け，ほかの例は骨穿孔 列との関節運動の合成であるから，月状骨軟化出iーにおけ

術，ギプス固定，プレドニン関節内注入，起短波療法を る運動域の減少が中原列と末梢列のどちらの運動j或のM.i
受けている. 少によるものかをみるために院側と比較すると，校尺屈

X線計測法は昨年と同様に患側および長~側を基本位， 運動ではほとんどの例において中枢列の運動域が低'i:'

最大桃尺屈位， 最大掌背屈位の 6 方向において flí~ ;J!& し， し， 末梢列の運動は低下している例もあるが，かえって

中心線を求めて運動角を測定した.しかし木法によれば 増加する湯合が 3例に認められた.この傾向は学背屈運

掌背屈運動の際中枢列の方向は月状骨中心線であらわす 動においても同級で，中枢列の運動性は低下し，末梢列

率 S. Toriyama (助教授)， H. Kurihara， Y. Miyagi， 

T. Tsuboi， T. Sakuma. 

の運動性は在n側よりよい場合がある (図 3，4). 

同一症例における中継列と末梢列の運動域の減少の秤
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図 2.掌背屈運動における患切!と縫側心辺助成の比較.

l例だけ患側の方が運動性がよくなって、、る.

8 2 10 9 8 7 6 5 1 N:I 2 (i:i 3 
lIij f走

トJ f，~ 

10 

!日IJ No. 

図 1. 慢尺凶運動における窓側と健側の運動域の比絞.

全例において忠世'Jに運動制限を認める.
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図 4. 1}: 'r'-Y屈運動において中区列のifj，)ji'lJt1例だけ

忠、担IJの方がよい 末楠列の運動性は 3例に忠側の方

がよくなっている.

図 3. 続尺間運動において巾 IE列でば I 例だけが健担~

よりよくなっていて，末約列で1;1. 3例が忠側の方が

運動ヤ!がよくなっている.

図 6. 同一例のHJHm関節の造影. 月状

骨 と有頭骨問の関節はなめらかである.

図 5 検:'J- T 恨~'f間関節の造彩. 月状丹と

校十iの雨)jの関節I偏に凹凸がみられ，関節

軟骨の厚きが不平等になっている.
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度をみるために健側の運動域で患側の運動以の減少した 運動制限の l因として月状骨の変形にともなう関節IIU'

角度を割って減少率を出し，中枢列と末中i'J)i1Jとを比較す の変化を 60% ピラ セトンに等量のキシロカイ ンを出じ

ると， 1例においては模尺屈および全背屈とも末梢列の て，税骨手恨間関節と手根骨間関節の造影を行なってみ

運動性の減少が強<，ほかの 2例は税尺屈まは学背屈の ると，月状刊の1(1府側関節函のみならず，校伺関節函に

いずれかが中枢列より強く減少していたが，そのほかの も凹凸が生じ関節欣円'の厚さは部位によって異なって

例は中収列の運動制限が強〈起こっていた いる・とれに対して刀状何と有頭骨の関節商は月状骨に

すなわち月状何軟化症における運動制限は主として中 相当の変形がみられる例においてもほとんど変化してい

釈タIJの迎'助J)，Qの低下によるもので，末梢列運動域はかえ ない(凶 5，6)・

ってm加するJLl介がある. 拡大fJi1 JT~によってfJ.i~の初期]の変化がさらに精しく観
:i'HUJfliリl似の粍!立と発病よりの期間の関係をみると，発 察されるが，特に汽辿似彩より以上の所見は得られなか

病よりのJ~1IL\]が比較的知かいと思われる例において運動 った.

制限の強い勾介があり，また日時を終過しているのにあ X線映画によって手根什問の運動の順序をみると，健

まり運動制限のない例もあり，特定の|刻係は得られなか 側の手根骨間にみられる集団としての運動は，伺々の運

った・ 動より回転運動はズレの辿'勤より早期jに始まり， J[l.J切に

X線f象と運動制限との凶係は月状'円の'1'1"変化が弁明な 終るとの順序は変っていないように思われる・

例は運動箭IJ限が強い傾向はあるが， x線伶でのdt化が少 結論として月状骨軟化起のj運動;t;IjIíJ~は J: として F似付

くても運動制限の強い例がある・ 中枢列の運動性の減少によるもので，末村'l~1Jはかえって
治療法と返'動性の関係は 3例が月状'円イl:i:ill¥を受けてい 運動性の増加している場合もある・この運動的11I~h!の以内

るが，このうち l例は月状骨の完全摘出合受け，桃尺屈 のーっとして巾舷列と榛骨聞の関節面の不適合性が I-n~民

の運動性は手術前より改善されたが，ほかの l例は発病 な因子のーっと思われるが，ほとんど変化の認められな

後 2年自に摘出術を受げたが摘LBが不完全で，その後 l い手根旬間関節運動も制限される ことは一考を止~;-る同
年経った現在辿'動性はかえって悪くなっている. 屈である.

3.父娘結焔[とみられた母指および小指球筋

m佐奇形の i治験例

水 1;l，j二郎 jj/l¥尾悦弥 大宮和郎*

熊本大γ整形外科教室

I'almaris brevis の異常と小指球筋豆ー伎については，

LcDouble， Bryce， ]OIlLS， HUlllphry， Kaplall， it~近で

は Lipscombの報告がある我々は父似問に生れた小児

で， Palmaris brevisの肥大，小指および母指球筋の宝級.

. J. Mizuoka， S. Horio， K.Omiya 

.-¥bduclor pollicis longus の重複，さらに Br~chioracliali ，

および PaIma ns longusを除く extflllsICおよび inlrinsi<

m山 clc の肥大が認められた稀有な症例を経験したの C

報告する.

症例 才，VJ，主.iJfは左上肢の肥大.

!.l.~者は父とその娘との問に生れ， 家族歴に先天性奇形
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術前 . 術後.

図 1.

図 2. 小指球筋(切除筋を示す).

はほかに認めなかった. 一般検査では 1，Q. 67， その

ほか来変なし先天性に左上肢が肥大していて特に手掌

部が大きく ，上腕図において 1cm， 前腕聞は中央部に

おいて 2cmの肥大で， 示，中， E;U旨が intrinsicplus 

pOSlll01lにあり， 示指の中手骨は短縮し， 様屈してい

た.小指球および母指球は軟で著しく巨大で，手掌に異

常の皮1i¥J;数袋がみられ， 小指球の皮下は暗紫色で，小指

を屈Illl，外転して鍛袋を作り得た.x線所見で軟部組織

の肥大していることを示し， 中手骨間隙の拡大，示指の

中手'19の短縮と桟屈，母指中手骨基部の様側偏位，手根

1'J}i己列異常などを認め，軟部組織の肥大または1苦境と考

えられた.

第 1回手術:肥大した組織を除去して，皮肉を第 l指

間部に回旋して， 成形手術をする予定で手立の dislal 

creaseに沿う皮切により， 4個の lumbricalisの著しい

肥大のため 日exoren を認めず皮下脂

肪はほとんどなかったつぎに intrinsic

plus position に士Jして Interossea 

dorsalisの advanceme川 施行， 該筋

も著しい肥大を認め，結局筋の probe

に終り病理組織学的所μは筋線維変性

が認められた.

第 2 回手術. 小指球尺側よりムl'f'l~"邪

で直交する L字型皮切Jで入ると，予学

腿膜の尺側総より比:しく大きい Palm-

arisbrevis (3.:Jgr， 1.5x1.8xO.7cm) 

が横走し，これを':/:I之の小111*'*から切

離，その下1¥1に神経， [f[['nーがは'月続側

主d<.より i剖止にI(，Jい，μI>，'Jとイj鈎'I'J鈎，

ならびにも世子似初帯より小指à~î(rj )，~部

に 2\iJjをもって I~f着する肥大した筋を

図 3. 母j旨球;r7i (切除筋キ示す).

認めた.その下層に細長い腿でド付着した Abductordigiti 

quinti と Fiexordigiti quinti brevis， Opponens digiti 

'jU 1I1t 1がそれぞれ存在した. Flexor digiti quinti brevis 

と Opponensc1igiti quilllt のj]1l剰筋と恩われるものは

癒合していて，3.1g'， 4.0x2.0xO.8cmで， Abductor 

c1igiti quintiの加来IJ筋と思われるものは 2.7gr， 4.0x 

2. OxO. 6cm でそれぞれ切除された.

第3回手術:m 1指|間部はZ状に， proximal crease 

に沿いilij腕校側に延びる皮切で入り，前腕末端機側にお

いて A. raclialis の背側に，Abcluctor pollicis longus 

の尺側より筋線維で大多角骨結節に附着する異常筋があ

り，さらにこの筋線維が末梢にのび母指基節税側に附着

し， また一方母指中手骨基部背側に附着する小さい筋が

あり， A bcl uClor pollicis longus の重復と考えられた.

この加剰筋を切除， 大多角骨結節よ り近位部は 0.7gr， 
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3. 0 x 1. C x O. 4 cm，遠位部は 2.1耳r，3. S x 1. 7 x O. 9 cm 

であった. 横手根靭帯より起始する Abductorpollicis 

brevis， Flexor pollicis brevisの重復があり，切除した

加剰筋は前者に相当すると思われるものは， 0.85 gr， 

3.3 x O. 8 x O. 5 cm， 後者は 0.5gr， 2. 1 x 1. 0 x O. 5 cm 

であった.さらに opponens poll icisの肥大を認めた.

第 4回手術:前腕携側に S字状皮切を加え， Brachio-

radialis は薄く， Palmaris longus は非常に細<， 

Abductor pollicis longus， Extensor pollicis brcvisは，

ほぽ正常であるが，ほかの前腕筋は肥大し，院主性の部分

が短く，手関節部では筋線維でおおわれていた.さらに

Interossea dorsalis の advancement では intrinsic

plus pos山 Onの矯正が不十分であったので lateralband 

の切断を試みた.

術後 4カ月， 全指運動障害なし 母指および小指球

の外観は改善されたが，全虫様筋の肥大が手根管よりあ

り， 手学中央部が隆起している. 指の intrinsic pl山

positionは完全ではないが相当に改善された.

むすび

以上， 父娘聞に生れた小児の母指および小指球筋重

複， Abductor pollicis longus の重複および extnnslC

と intrinsicmusclesの肥大を伴う稀有な症例の I治験

例を報告した.

4.手における先天性奇形の治療と考察

田島達也 諸橋政横 長部敬 一本

新潟大学整形外科教室

手において再建術の対象となる諸疾患のうち，手術操

作の難易は別として，手術適応決定上もっとも困難な問

題を含むのは先天性奇形と考えられる.それは互いに矛

盾する要素である.

形態の再建を主眼とすべきか，機能の再建を主眼とす

べきかという問題と，早期治療を行なうべきか，晩期治

療を行なうべきかというこつの問題に要約されよう(こ

とで早期治療とは乳児期をさし，晩期とはそれ以降思春

期前後までの相当広い幅のものをさす).

私たちは当教室において昭和 29，9月以降の 7年聞

に 357例 423手の先天性奇形をとり扱い， そのうち

96例 105手に対して再建術を経験した.複雑な形成異

常をもっ手に対して上述した適応決定上の問題を，いか

• T. Tajima (助教授)， M. Morohashi， K.Osabe. 

に処理してきたか症例をあげながら検討してみたい.

1.機能再建と形態再建との聞の問題の検討

1) 機能と形態の改善が同時に達成される場合は，た

とえ手術操作はいかに複雑であろうとも適応決定上はも

っともやさしいグルーフ。である.

症例 1:左第 3列の変形と癒合によるいちじるしい隊

形と同時に， i子~ 2指の不良肢位拘縮および第 2中手間腔

の拡大による機能障害を呈する症例.これに対し第3列

の骨の除去，第 2列の第 371]への移動，第 2指の 1.P. 

関節の良肢位固定術を行ない， 形態と機能を改善し得

た.

症例 2:乳児期に重複母指の一方を簡単に考えて切除

されたことによる高度な変形を呈する痕跡母指症例.骨

移績を合併した pollicization により母指としての機能

を再建すると同時に，形態もいちじる しく改善し得た.
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表1. 機能再建か形態Ilfllか.

2主 l 再建目標 |市庁出巾爪 |

z-ldi 謹~'''~--I

1 I改「易

'k例

斜合J日出E

痕弥じH行

t~{ 能性0î出足

先天性拘紡

H 

'ffi合指出

|母指球筋球形成不全1，1:

Lobster claw hand 
一一_， 比較的容易 一

し文川 l王ぽ
不変

11'.1旨症.絞宛輪.

一一山一白川一一ふ一
苔

一

下

一

善

一

改

一

低

一

改

一

下

一

主淀川指.多指定.

特プ'Idt切断

2) 機能か形態のどちらか一方しか効刊内な!与えtはで

きないが‘これを行なっても他方をいちじるしく犠牲に

しない均合も適応決定は比'1次的谷弘である.

まず機能の再泌を主眼とするが，それがいちじるしい

形態の附~~をきたさない湯合がある.たとえば，

症{91J3 : :¥'Iicrosyndactylia に対する第 2刈除去による

phal山 Ig'川 tlonなどがあげられる.

症例 4: 1勾転筋拘縮を伴なう母指および I~j行球筋 nì:の

形成不全kで，これに対し内転筋IFJ!切り nj，第 1111}問

料イ].ftJifI1'U< f;I~jを行ない，f-]:指を外転位にもたらそうとし

たがイ'~ 1分に終った.そこで .¥1.P 関節の代償的動指

牲を不1J川して M，P. 別立h挑屈という，多少の形態的異

常をきたすことを認めたとで， 第 4浅指厄筋艇による

O p pO Il ~ II S transferを行ない機能改汚をはかった.

つぎに形態の改i("を u以とするT仰がよ正大な機能障害

をきたさない湯介がある

症例 5 指l刻節の:i'.nfÿ}~"~'， I~のまったくない左側示指・

中指の巨指症例.ノメ指の).:，);IJ切除とともに 1.p， 1刻節を

合む側団縦切除を行なった.このJj，J介不 IIJ脳出Jt，r1. P. 

関節運動制限はこれらの指が gr'jJでなく pi旧 hに関

係するゆえ，ある程度許容し得ると与えたからである.

症例 6 : 重復 l手指症例相対的発行ノr::H~IIJを切除し，伐

した指を M.P.関節iの中央部にもたらすことにより， jEJ

1111を除去して一時的鋼線固定を行なった. これにより，

あとである程度の M.P. 関節機能障害を放すかもしれ

表 2. 早期手術か晩j切手術か.

症例群 I 1 I II I )旧H 

¥ | [ 非…疋日叩一…一骨削削削叫封叫端糊i品槻;湘線
実 t伊例R列1J 1 が可能なもの Z笠Eあるもの.

i岡1J直母 | 
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ないが， I~H行の 11 1. P 関節の多少の機能障害はほ桁の

車-1:介機能をいちじるしくド市計しないので.形態の改与の

方がより 1f( 1且j と~えたからである

3) 機能または jf~1Lqの )j J) I'ittがfillんをいちじる し

く障害するJJ，j{i-は， c‘ISC b、山町で機能と形態のいずれ

に重点をおくべきか綜合的にlリ定せねばならず， ~主応決

定上もっともむずかしい.

症例 7・肯性《指症蛇例. このj弘fTtiifT的に 1.p，関

節を犠牲にしても形態の再処が予裂と巧え， J行の分tijlE子

術を行なった.

1.早期手術か挽期手術かの問題の検討

1) 手術時期がその成績を本質的に左イjしないj号介は

T 術時期の決定は重要問題でなく ，2次(1':1条件を考!色し

てi也、円な時期に行なえばよい.

症01J8 : Annular gloo刊に対する形成術.

l
l
l
'ト
同
円

μ
「



手における先天性舟形の冶療と考察 967-(11) 

症例 9:Fihrous Syndactylia に対する皮膚形成術な

どはこのグループにはいる.

2) 1 1'. Wj子術が望ましい15合.

一般に I;IJlJJ'f術は非正常型機能のだ速を防止し，再建

された [.Jバムト~;Hノ」伎用を JJ)J J.三し， f旬結や11比日が不可逆I均

になる ijijfこ焔正でき， さらにl"lJr5tや本人の COIllドlexを

すみやかに粍減できるなどの利点がある.このような利

点、がとくに望まオ1る場合はつぎのようなものである.

症例 10: 第 2- ユ 指の c lilloιlaclyli~Jll 31じ例目本例の

ように乳!切に治偵を開始すれば非観血的矯正で治癒する

場合が多い. もしこれが数平日日放置され不iiJ逆[ドJj:'J紡に

陥り，北正常j型機能が発達してから子市川jに;訂正しでも

正常型機能を|引引リすることはさわめてiA!i:IEとなる.

¥) r~l:照J1三術が望ましい湯冷

一般に I~~則子術は麻酔事故などの心配も少なしまた

手が i分Aきくなっているので反11年U'rJの快維な f川校作

を"Si;fjにし，件端Xi泉m似の危険も少なく，子がさらに大

きくなることを考113する必要もないので以終的再伎がで

きるなとーの利点がある. このような平IJ/) そ特に !~í'}f*tJす

べきk例としては，たとえば向指欠.JLlや，

症例 li:のような瓜跡l剥行例がある 子の大きさと

ノミランスのとれた国指を作るため II 才まで待って~主

主よJEllゴ合IJなった

症例 12: CI illos)'ndactdism j，[:例 '['1端総附'去をさ

らに加えるむ険をさけ，またキルシュ ナー銅線固定が確

実に行なわれる年令(本例では 11才)になってから'目

切り術による713正を行なった.

むすび

以上経験例をあげながら l写悠術の対象となる代表的な

手指先天性奇形にって、いかなる考え方で適応を決定し

てきたか，大安をのぺた.

これを胤観すると，主:極多段な先天性奇形も適応決定

のうえから特徴あるいくつかのグルーフ。にわけられるよ

うに思われる. このItえ方は治療!ぷ*!'iを左右する故初]の

重要段階である“治1~f;出j応の決定"に際し， 印円なてが

カミりを与えるものと，与える.

質問:心山長宜(日本大整形)

合指症の手術で幼11与にM反された皮}¥"Jは，ょlB'l品と 11dじ

速度で大きくなるでしょうか.

答・ l剖待H川氏(新品};.柱形)

i‘ibrOLhら11(1乱打 1 ia に士、Iしては術後数年閣の応例で

はだいたい')'J"成長陣芹;1)ぷめられない.

追加・!日 );1})土山(新品ktモj診)

filnom 仏Il dactyti~l J) H~合は f背後 )1目。ιP，jに成長がけな

われることが問祭されている ただし多少ρ ト~ jlllocl ac

l¥li泊が生ずるのJまij.'Alく仏γ告というより， うJ判IIf目社I(百

の総合線がDI1必ii'Jts(_，f:i互にないことによるおj'i史的縮ぷ主

なので， これは 2次的に χJf;f:t丸山そのほかでは迎でき

る. υS'l<:OUS局、 m!;!clyliaψL日台は 4目品目泉，j:p市三iするか

ら別で怠る.
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5.母指多指症の手術方針

一一特に手術後の変形防止および 2次的修正手術について一一

七川倣次 江川常 一 山本正 赤堀 f資本

大阪大学整形外科教室

多指症は手の先天性奇形のうち，合指症に次ぐ頻度を

もち，なかでも母指に出現するものがもっとも多く， l:l 

常よく ;¥I!1:i過するものである.過剰指の分岐の高位別のMi
度については文献的にいまだその資料をみない.著者ら

の教本を最近 1年間に訪れた本症例 20名，21手につ

いての分知は，指関節から分岐していたもの 4例，基節

'11'から山ていたもの l例，中手借関節から出たもの 15

例， 41手骨ーからのもの l例，合計 21例であった.すな

わち，手術を施した 14例中， 初回手術例のら例に対

し，他医によ り初回手術を受けたのち変形を残し，修正

手術を希望して来院したものは 9例におよび，65% を

図1. 修正手術の際にみられた検側母指球筋断端の状

態. R 残存骨片，A. 短母f旨外転筋，O.母指対立

筋.

占めていた.

この変形の特徴は母指の内転変形と中手指節関節部の

膨降であり，舟指は掌側外転と対立運動が制限され，つ

まみ，にぎりの機能が大きく障害されている.

これらの症例の手術に際し， よく検討を加えたとこ

ろ，中手指節関節の外側に切断された指の基節骨底部が

残存していた 4例では，短母指外転筋はこの骨片を包む

ように付着してしまっており，残されている尺側の指に

付く線維はまったく認めなかった.残存骨のなかった 5

‘ K. Shichikawa (助教授)， J. Egawa， T. Yamamoto， 
O. Akabori. 

伊lでは短母指外転筋の先は切断されたまま円日よを持;びて

遊離しており ，1部は関節褒に癒着していたが.これにら

やはり尺側の指への付着は少しも認められなかった.な

お，この筋の下層で，中手骨に対して母指対立筋が付符

しており，これには異常がなかった(図 1).

初回手術世;IJ/I例についても同織に短i手指外転筋は校側

の指にのみ付着しており，尺側の指には線維を与えてい

なかった. また反対に榛側の指には尺~IIJ l}j:1旨球筋())H斤

を認めなかった.

これを製約して図 2に模式的に示した 2本の指の

うち，税~IIJのものには外方から短母指外転筋を主力とす

る検側は指球筋群が，尺側のものには内方から内転筋な

どの尺側主}指球筋i洋が付着している. したがって過剰借

の切断に際してこれら tnl印刷cmuscles の処理の必裂

なことが明らかである.母指の過剰指では， j発側のもの

のほうがより小さく付随的であるため，これを切断する

べく選ばれることがほとんどであるので，この際には短

母指外転筋をはじめとする榛側母指球筋の処理に，怠を

用いなければならない.

このような解剖学的事項にのっとって著省らが行なっ

ている手術方式をつぎにのぺる(図 3).

1. 短母指外伝筋を主とする intrinsicmusclesの付著

部を切断し，保存しておく.

2. 過剰指を基節骨底部を残存せしめないよう注怠し

ながら十分に切離する.

3. 残すべき尺側の指を幅の広い中手骨骨llJi関節l国の

尺仮IJから検側に移動させ，最大に掌側外転した位置に保

つ.

4.さきに遊離しておいた intrinsicmuscJesを活節骨

底部に検側から背側に回して背側伸展装置に縫着する.

この最後の操作の際，十分背側に回してお くことが重要

で，これによって外転とともに母指に良好な対立運動を

もたらすことができる.

なお，これらの操作と同時に，症例によっては中手骨

頚部での骨切り術や，膨大している中手骨骨頭の一部切
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図 2. 2本の時指への intrinsicmusclesの付:aを示す模式図. U.尺側母Hi球筋群， R. 検面1)母指球筋群.

除を併用することもある.術後は最大の方~:側外転位にお

いてギプス;，(IJ子を装着し， 3週間後l国定を除去して運動

を開始させる.

最近 :UI三|自にこの方針にしたがって若手?らが倣った症

例は初~IJ -.f.術 3 例， 修正y.術 9 17'IJ合計 14 17'Uであるが，

いずれも良好な成績をおさめている.

つぎに定例の 2，3についてU述する.

症例 1: Ul才，女子.忠者中段高年令である.生後 1

週間で:tiI~指俄側にあった過剰桁の切断を受けたが，母

指の内転変形と中手111節l月節書1Iの膨降があり，機能的に

も大きいものが促れないのみならず， 円常生活すべてに

支障がある. 1守字，箸使いも右手でするように努めてい

るが，左手のほうが使いやすい.初j診時，上述の典型的

な変形と， x線f象で中手骨Hlifi様側に小豆大の残存骨片

を認めた.

上品の手術に中手旬"Jl良部での'l~ 切り術をあわせて施し

た 術後，竿:側外転，対立ともに健側に比して遜色のな

いほど改善され，膨隆も消失し，機能的，美容的ともに

すぐれた成績をおさめることができた.

図 3. 過剰指の切断と， 近 I~H:r外転 jjJÌ の移行の時j式 .

l. 切断すべき続fl{1)の過剰指.2. 筋付石部の切雌線

3. 筋を移行して再f.ttiした状況.A 短針術外伝筋・

症例 2:生後 16日の男子.症例中111-fド少。ilJである.

もちろん初回 F術例であるが，右手の 2ノドのむ}指のうち

続側のものは尺側のものより小さく付随的であるのでこ

れを切断した.

先天性変形の際，初回手術の時期の決定については極

々論議されるが， 4>:17'Uにおいては小さい子でありなが
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ら，上述の手術方式にしたがってなんら困難なく施行す 対する記述が見当らない.

ることができた.手術後の成績につき以後観察を加えて 著者らは母指多指症について， その手術後に招来され

いるが， 外見上も良好で正常と変らぬ機能を有して い やすい変形を追究し，従来明確にされていなかった過剰

る. 指に対する 川trinsicmuscles の付着の状態を明らかに

症例 3:2カ月の男子.生後 2週間のとき，左母指の し， その処理の重要性を強調した.

校側にあった過剰指の切断を受けたのち，変形と機能障 なお本症については，指節の側寄，長筋腿の処理など

筈を残した. 以後外転冨IJ子を装着していたが改善され 重要な問題を残しているが，これらについては機会を改

ず， ii¥IJ子を除去すると依然として内転位にもどるので， めて報告したい.

2 カ月後著者らのクリ ニックを訪れた.上記の修正手術

を施し，筋移行術を行なったととろ著しい改善をみた. 追加:田島達也(新潟大整形)

症例 4:2カ月の男子.左母指校側にあった過剰指を 演者ののべられたように榛側過剰母指を切除する際

切断，筋移行，良好な成績をおさめた.母指多指症の手 Abd， poll， brev. の付着腿を切離したままにしておか

術に閲する文献をみる と， Bunnell， Barsk)らは Intfll1S1C れる場合が多い.これはほかの指の lat.bandに相当す

musclesの処理の必要性を説いているが，いずれも具体 るもので機能上大切なものなので， その処理に注窓する

的な記4去がない.またほかの多くの成苔には前腕からの 必要があると思う.

長筋l踏の処理がのべられていても，intrinsic musclesに

6. Trigger fingerの治療成績について

原田俗朗 太田丞 ー 奥泉雅弘

上野健作 村田正明 五十j瓦裕 *

北海道大学整形外科

族形外科領域において， 日常外来診療時しばしば遭遇

する いiggerfingerはその診断治療の容易なること，患

者の苦痛の軽微なること，予後の良好なることなどによ

り若過されやすい.

持者らは照和 27，4月より 36，7月までの 9年聞に

北大整形外科にて trigger finger と診断された症例に

対し， 統計的観察を行ない， 遠隔成総を調査し得たの

で， 治療法， 機能的予後などに関し考察を加え発表す

，、

本[-1.llarada， S.Ota， M.Okuizumi， K. Ueno， M. Murata， 
Y. [garasbi. 

る.

症例

定例総数は 96例， 132指で初診時年令は表 lのご

とくで， 最年少 3カ月，最年長 74才である. 10才

未満の症例が 47例 49%， 40才から 60才までが 24

例を占めほかの年代の発生例数は少く ，女子が男子の 2

倍となって:J'oり多くの研究者の報告と一致している.患

側男IJでは右側発生 41例で約半数で最多であり，次いで

左側 29例，両{JllJ26例の順となっている. この両側発

生例の過半数 19例は 10才未満の症例であり，幼少児
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表1. 年令別発生例数.

。-10才 47例

11-20才 6例

21-30才 4 j9lJ 

31-40才 7 j9lJ 

41-50才 13例

51-60才 II例

61-70才 7例

71-80才 l例

計 96例

性別発生例数

男 32伊j

女 64例

にほ両側性のものが成人に比し多発するという従来の

報告と一致している. しかし成人にも両側発生例があ

り，母指のみならず左右中指，中指と環指などの組合せ

がみられることは， 10才未満の症例と対比して差異が

表 2. 成 績 .

良 不良 不明

手術例 44例 28伊IJ 8例 8 j9lJ 

56指 39指 (69%) 8指 (14%) 9指(17%) 

保存的療法
25 j9lJ 4 j9lJ 13例 8例

34指 6指(17.6%)18指 (53$百)10指(29.4%) 

動運動ともに屈曲位からの伸展不能な症例はすべて 10

才未満の症例であり， 10才以上特に成人の症例では，

自動的伸展が不能でも，他動的伸展は可能であり両者に

差異がみられるところで，山下，福岡，Faheyらの幼少

児では借釘J関節にて屈曲狗縮の形をとるこ とが多いとい

う報告を肯定するものである.腫~討を触知し得た症例は

36例， 4i指，35%で比絞的少ない.

治療法:44例， 56指に観血的療法を，25例， 34指

に非観l侃的療法を行なう.残り 22{列は治療をすすめた

にもかかわらす事欣置した症例である.観r(n的療法として

は，横切開または小縦切開の皮切を行ない，肥厚せる長

母指屈筋l健腿納の切開または切除を行ない，手指迅H手Jを

十分円滑ならしめ創を閉じる.当科施行例は切開 26例，

あり，興味あることと恩われる. 権法、指別では母指 99 35指，切除 18例， 2L 指にてわずかに切開例が多い.

指 75%で最多数を示し，以下中指，環指，示指，小指 非観血的療法は7 ッサージ， 凶l子国定， プレドニン局

のj阪となる.併 し年令別発生を考慮すれば 10才未満の 所注入などを行なったが特に選択的な方法は採っていな

症例では母指が 67指，93% で圧倒的に多く ， 他指発 い.

生はきわめて僅少で，幼少児において特に母指のみを対 手術時採取せる腿肥j事部の病理組織学的検索では底t線
照として trigger-thumbなる名称を附すことの適切な 維束の配列が乱れ，腿周股の肥厚と細小血管の増生，内

るを感ぜしめる_10才以上の症例では母指発生が 32情 肢の肥厚が見られるが細胞浸i閣は僅少である， J舵鞘では

53% で最多なるも， 約半数を占むるのみにて， 他全指 線維性の組織の肥厚をみ，炎症性変化は若明でない.

に分布している.すなわち年代により罷患指分布に相違 治療成績につき応答または来院に応じた 53例， 71 指

が認められる. について検討成絞を判定す.判定には弾鍛現象の有無，

臨床症候に関しては単一の症候を有する症例は少なく ， 腹痛の存否， j客痛の有1m，娘痕拘縮による指運動の制限の

多くは 2個以上の症候を合併している.Ri楼現象は 76 有無を弘準とし，これらがまったく存在しないものを良，

例， 98指， 7496の症例に認められるが， 過半数の 67% いずれかの症候の存するすものを不良とした 治療成総

は他動的運動に際してのみ弾援し，自，他動運動ともに は表 2のごとくで観1([[的療法と非観血的療法ではまっ

Pii楼現象の認められる症例は総例数の約 1/4にすぎな たく逆の厳十目を呈し， iIIi者はおおむね満足すべき良好な

い.さらに 6例 11指約 15% の郎被現象なく ，自，他 る結果を得ており，非観血的療法はその治療法のいかん

99指
(75% ) 

母示中環 小

発生f旨別頻度.

67指
(93% ) 10才未満

図1.

32m 
(53% ) 

10オ以上

母示中 f最小

年令別発生頻度.
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にかかわらず，ほぱ治療前の症候の残存を認め成紡はき

わめて不良である. 以上は Fahey， Sprecher， 山下，

羽田，維伎の手術療法の俊禿性をのべた1被告の見解に一

致する.矧Oll的療法の治療成総不良例はほとんど手術.GIJ

の般ji;:[J('J紺jによるものであるが，よとの程度はいずれも怪

微で， JXlftj切開線にll，豆、を払い厳重7なW:i:視下で卜分なる

後療法を行なうことにより ~j;!均し得ると与える.

結語

1 ) 過去 9年間にJt.大盤形外科にて取り扱った 96

例， 132指の lriggerfillger の症例につき統計的観察

を行ない主主隔成績を調査した.

2) 年令別では 10才未満および 40才以上に発症す

ること多く、 友子は男子の 2イたの発1:.不を刀、す.

3) 発生偏見IJでは 10才未満では /;j:指先生が11:倒的に

多く 10才以上では!引旨に約半数の先生をみるが他指

lこも相、可数の発生があり，年令による差がI!)JGtである.

4) 幼少児では指uil!児i¥ilにて伸J長不能なる症{9IJが泌め

られるが，成人物lではまったく存在せず，向荷11m乙相違

点がみられる.

5) 傾向lドJi]，ii玄はおおむね満足すべきれ'j'j~が何られた

が，非傾向的政法の治療l戊紡はまったく不良である.

6) 後続ilには十分ぷを用い厳，~に行なうことが必要

である.

7.マーデルング氏変形の 3例について

大内金右衛門 有井俊彦本

福島京大整形外科教気

1878 年 i¥'laclelung が“SpOlllaneSubluxalion c1er 妹の区別はできなかった.血液塑は B，¥'1:¥1， '1で同慰 C，

Hand nach Vorne" と記E依して以来欧米ではかなりの 抗:¥;疑集素価に l本の差を認めた.j記l似11U行数は llO.6

報告例をみるが，本邦においてはいまだ lO数例に過ぎ であった・以上より i卵性双生児と診断した・エピレナ

ないようである・我々は木症が qlJ生双生児の 20才一女 ン試験陰性，ピロカノレピン試験中等[幻't:i払亦比i1J弘

子と，13才女子に発生した 3例を経験したので報告す ミマン トウ反応陽性 I{..-¥. tesl !:計'[， C. R. P. lcst P1 
る. 性であった. 似lは両側 160 ' ， 妹は l戸内の外 I)~ Iトiを豆し

症例 1. 2: 20才，女子. 1卵性双生児，姉は 13才一 ていた

のとき左手関節に軽度の運動制限，および広痛を党えた 局所所.¥"-:手関節は両者とも尺付小~JlI膨降し， Mi左手

がそのまま放置した・ 最近その症状~(化したので昭和 関節は怪[l:t前方必脱日!止を示し，運動範聞は'主背屈とも

36， 7月当科外来を訪れた・妹には1'1覚症はまったく な に 10'， [1'1外 iO。て・そのほかの運動は姉妹とも鮮度に

かった. 制限されていた.

初診時IfT.J，"-:;初'JI朝は姉妹とも IS才 10カ月，体格は X線倣では右は阿者とも筏骨末約関節而が急峻で尺 lì~
やや小・身長，体重まったく等しく顔貌酷似し 1見姉 小頭は背側に祁脱円し，桟骨は陪背仮IJの符 [111 が!~r'lJ[[ して

場 K.Ouchi， T. Arii. 

いた.左においては対に典別的所見を呈していた (凶 1，

2). ~dï左上肢の i血~isiii影像では学側手線，WJ fYR有自の発育が



~かった(図 4 a). 剣l左手関節に対

し昭和:，3，8月， 尺'円のz)~Jj:0.縮 i有

施行し， 現在なおギプス間定中であ

マ
/.;J . 

症例 3:13才，女子.中学生.

HRi陥 :1:;，12月より右手関節の辺動

制限お kび変形に気づき， 昭和 36，

l月当外外〉jとを訪れた.

初診lえi9i凡 :初潮はいまだみず，イ主

格小，マン トウ反応陽性，ー1];沈正常，

R-.¥ t凸 l，l'. iL P. te'l ともに陰↑生，

エピレナミン試験陰性，ピロカルピン

試以巾匂!支，U~， ホ 1 60 " ， 左 1.0" の

外反111を呈していた.

片山I~i見 : ，{i予凶節は約 20""主席，

20。←I，'，~ 1[1 ¥ {立で ~i~度前方亜脱臼イ'flをとり ，

長営れおよひ焼側下級屈筋のl(D狗lを認

め， )~/l'J 小Y.nは背側に13J降していた.

手|対n刊JstJJは釘背fld-20"，学出ユ.)， 

ぢL屈 ;10¥ )ミ屈ー20"， 回内 80"， 回外

_300，左;'r~j"Jfu 70c，きi屈 60"，校屈 10・，

尺屈 300，[lJ[内 85e，回外 90
0

， と出IJ

JiHされ℃いた.また右前腕には程度i防

法~Ífi1をぷめた.

À ~tgf後では右校宵末梢関íír'i面:&\~皮で

尺側部の低f>'z:を示し，様尺関節は~iI度

負If~n し手恨竹の税側転位，尺'~ 小頭の

背側主~11;;i.日が見られ桟骨の校背側Z雪山

が1i砂jで，手l児釘iは古ij方亜税円i立を呈

していた([受J3). なお木例は右第 5

f行中 Ít;~'Fl"同端線の閉鎖と検骨小言i_(jの発

育不Hを秘めた.

!仇rl造影像では尺骨動脈がきわめて

細く， -辺倒IJ手恨効WR網の発育が惑かっ

た(!、ZI 1 b)ー 左手関節においてもこ

れらの交化が終度に認められた.本初l

f乙対しては日日和 3b， 2月尺'自 主塑短

縮術および，税骨後方関角按状骨切り

術施行し，ギプス固定 7jJ，'ij後に自動運

動含開始し，現在回内運動軽度に制限

されるのみでほかの運動はほとんど正

常に改 tl~: され， 日常生活には支障なく

満足すべき結栄を得た.

7 ，-テノレング民変形の 3例 り73-(11 ) 

図 1. j，i':例 1. I卵性双生児州;の下限!日町 (20才 宇).

図 2.f.E伊J2. 1卵性双生児妹の手関節 (20才?). 

図 3.症例 3.1 3 才 ♀ の手伝J~~ .
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a. 双生児， ~Ií の左

上肢(症例 1). 

b. 13才♀の右上肢

(症例 3).

図 4. 血管造;;'61担.

考按

一般に本症は家族的に発生すること多く， jantzenは

40-50% に認め， Reich は 3代女子のみに 7名，

Mascioωhiは 6代 42名中 18名に， 小池は同胞 10

名中 3名に見出している.また片側より両側性にくるこ

とが多く，性別では諸家の報告例では 4: 1と女子に多

くだいたい一致している. 発症年令は 12，3才以後と

され極々奇形を合併することが多い.

発生原因については，Frolich， Weiss， Poncetらの炎

症治， Brandes， Ba出 tnl らのくる病説， Ganglophe， 

Mazzini， Redard らの機械説， Fiacio， Albin sedむr，

Heinismann，栃原， 小池らの内分泌~， LenormtJlt， 

Leriche，河村らの先天説がある Schneckおよび 'vlau

は Normal，Maclcllullgsche Deformitat， Aborlivforlllと

の関節を詳しく調査し各型の移行，および刊端発育附害

素因と外傷について論究している.双生児に発生した例

は Poliak，jantzcnの報告せる 2例がある.我々の注例

では症例 1，2は 1卵性双生児で姉に典型的症状を刻わ

し，妹にも X級学的に'1蚤!交の変化が認められ，定例3に

も両側性に認められた.また， 3例とも初識が遅く，身

体発育はやや不良で，料皮の自律相11続失調を認めた 血

行造影像では尺骨動脈が細く掌側7三根動脈網に乏しか

った.これらにより下関節部特に米約桃尺関節rjl央部へ

の栄炎筒給が障害せられ，校骨'1刊;M線の尺側低仇と rrl.J羽

閉鎖が起こり，マーデJレング氏変形が成立したのではな

いかと思われる.

追加:栗原宏介(日大整形)

我々 も， 19才，女性， 右手関節のマーデルング変形

の l例を経験しましたので追加致します，，41:症例l乙っき

いかなる方向への運動制限がみられるかX線学的にιiト測

致しましたが，背屈，学:屈が特に制限されていた.
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8.駆血帯の骨格筋に およぼす影響について

中原正雄 中沢清 三 輪 慶 明

吉田邦雄 山田透 ー 樋 口潔 坂橋尚*

札幌医科大学整形外科教室

従来駆血帯の使用は，主に臨床的経験から四肢の障害

を考慮して，その阻血時間を決定している現状であり科

学的根拠にとぼしい感がつよい.そこで我々は，これに

対してより科学的根拠をえようとして，骨格筋の阻血に

よる影響を穏々の面から検討したのであるが，阻血の影

響がかなり長j切におよんでいる注目すべき成績をえたの

でここに報告する次第である.

実験動物は白色ラッテを使用して，その下肢を大腿中

央部において駆血し，これらの動向についてそれぞれ筋

肉の生化学的生理学的な変化を経目的に追跡し，なかに

は2カ月の長期におよんだものもあった.

実験成績

湿重呈の変動をみると，阻血 l時間群および 2時間

群はともに次第に筋萎縮が進行して解除 6週後には約

...... 40% の筋萎縮がみられるようになる.

水分51の変動は阻血 I時間群および阻血 2時間群はと

もに 10~百 内外の変化であって，対照側と比べて有意の

差を認めない.それゆえ乾重量についても， 混重量の変

動とまったく同様の変化をすることが考えられる.

さて屯解質の変動についてみると， Naでは阻血 1時

間群では解除 3 週後に対!\~側に比べて約 l. 5 倍も高い

値をしめすが，阻血 2時間群では約 2.5倍も高い値を

しめしてその変動はさらにつよくなり，いずれの群も解

除6週後にいたって対照正常値に近づいていく傾向をし

めしている.

Kでは阻血 1時間Jf下および阻血 2時間群はともに

10%内外の変化をしめしており， 対照側に比べて有意、

の差をみとめない.

つぎに乾重量を基準にした Na とKの値を N-P-N 

を基準にしてあらわし，対照側と比べると，スライドの

ように NaとKは乾重量を基準にしたときの値と阻血 1

時間群と阻血 2時間群において，まったく間続の師向を

しめしている.

• M. Nakahara (助教授)， K. Nakazawa， K. Miwa， 
K. Yoshida， S. Yamada， K. Higuchi， S. Sakahashi. 

ミオグロビンの変動をみると，阻血 111寺間群および悶

血 2時間群はともに解除 1日後は対照筋と比べて筋内の

値が増加しているが，解除 1週後にいたると，対JI.日側よ

りもやや減少の傾向をしめしてくる.

さて筋内燐酸結合物の変動についてみると，正常筋が

とのよう み 1¥.. M. P.， A. D. P.， A. T. P. の分布である

に対して， 阻血 l時間群は解除 l日後に A.T.P.は

まだ低下しないのに反して， A.D.P. は著明に減少し

ているのがみられる.

さらに解除 10 日後では筋内の A.T.P. もかなり減

少しており， A.U.P. と大体同様な呈になっているよ

うである.ところが解除 2カ月後にいたっても，このよ

うな変化は回復されないで筋内の A.T.P.は， いぜん

正常値に復帰していないという注目すべき成績をしめし

ている.

一方クレアチン燐酸についてみると，阻血 2時間Jti'で

は解除2週後において正常値の約 70%に低下している

が， 阻血 30分群および阻血 1時間群においてすら約

40% も低下しており， エネルギ一代謝の著明な障害が

推察される.このようなととから，刺激に対する筋収縮

の効率をみようとしてつぎのような実験を行なった.

刺激条件は緋腹筋について， 38.Cの温水の濯Me装[丘

のもとに，キモグラフィーをおこなった.そして筋収縮

の効率の算定は，筋内のクレアチン燐酸を刺激前および

刺激後に測定して，収縮に使用されたクレアチン燐般の

量をえて，とれを最初の収縮高に換算した本数で除して

単位本数当りに使用されたクレアチン燐酸畳によって行

なった. しかしとれだけの刺激条件では， 収縮高にあ

まり変化がないようにみられるが，その効率は阻血 2時

間群では，解除 2週後において，正常値に比べて 50%

の低下をしめしており，阻血 30分群および阻血 1時間

群では，解除 4週後にいたっても約 30% の低下をしめ

して，なかなか正常値に復帰していないことがわかる.

むすび

以上のように阻血筋においては，筋内エネルギ一代謝

が惣像以上に障害されており ， A.T.P. クレアチン燐
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酸などの高エネルギー燐験結合物の減少が， 1-2カ月

にいたっても正;常に復帰しないことも重要な引当証である

が，さらに手の外科において，手指の機能向i反をえんと

するための手術にさいして， !初収縮の効率が.かなり高

度に陪'占されることは注目すべき所見といわねばならな

い.

しかし我々が行なった動物実駄をモのまま手術と対比

することには問題点もあるが，今後こω方面lの対策につ

いてあらたな研究をすすめたいと考えている.

9. 1関白jにおける リュウマチ病栄摘11¥ 111:j 

(Capsulos)'noveclomy) の経験

玉栄 i\~ )¥. 朝団 sl 小川長也、

~， /，~ L VJ 4~1 'h 巡 内国 主 佑 ト

l河内医科大己主格形外科教室

数年来， 我々はリュウマチ核関節炎に対して cap 

sulosyr:oveclom)'を行ない， 11主|対節および肘関節に関し

ては満足すべき結果を得，すでに学会， uE上そのほかに

報告し世の批判を仰いできたが，今日は下関節に対して

行なった capSU losynovectol川の成紡を調査した結果に

多少の考察を考えて報告する.

術式および後療法

子関節の背側中央よりやや校側に，前腕1~'14HプJ 向に数

車lliの皮切を加え，次いで血tH史および背側IJ子似籾，li?を皮切

t乙一致して切開し，総指仲筋l院を尺側によりて|対節蛍に

達し， i到節:!Mとその周囲との癒着を剥離し，手|対節庁側

の関節:!Mt南波!肢を可及的広範凶にわたり摘出し，その際

関百~裂隙内に介入した肉芽を認めれば，これを可及的十

分に除去している.

摘出後，背側手根靭帯をゆるく縫合するか，或いは縫

合することなく皮膚縫合を行なっている.術後数日間良

肢位にて副子同定を行ない，術後 4-5日目より徐々に

自動運動をすすめ，術後 7日目ごろより マッサージ超短

波治療等の理学療法を行なっている.

術後 Ij週間抗生物質を全身的に投与するが，ステロ イ

ドホノレモ ン剤は全身的にも局所的にも投与していない.

キ M. Mori (教俊)， K. Asada， R. Ogawa， T. UOlanI， 

T. Nakano， K. Uchida. 

表1. 慢性 リュウマチ総子関節炎.

~ J一 ♀ | 計
6似IJ 12 伊~ 18例

多発性関節炎 (7関節) (14関節) (21関節)

特性関節炎 1 (1) 1 ( J) ~九節)
. 7/0¥  1 '01"¥  120jJIJ 

計 I 7 (8) I 13 (15) I ~ (23 凶節)

症例

手関節に強度の疹焔を訴え，手関節背側の[~[1Ilておよび

手関節の運動隊芹が比較的高度な慢性手関節炎を対象と

して本予術を施行した.

その内訳は表 lに示すごとく， 多発性関節炎 18例

21関節， (件発性関節炎 2例である.

なお， ほとんどの症例が術前にステロイドホルモン

斉IJ，jJ~痛剤jなどを主体とする治療を叉け著効を得ていな

い.

手術所見

一般に関節裂の肥厚，m.液映のi1n重状笈化および増殖

を認め，特に術前学屈位1(i)絡をきたしていた関節の大部

分に明野iせる組織の関節裂隙内への介入が認められた.

また，軟骨はあるものではその厚l味を減じ光沢を欠き

色制の変化が認められた.
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1~1丹波I/';~の組織学的所見では，ごく初期の 1([1管変化は認 は持続的な効県を得ており， 関節機能の点でも約 1/3

められていないが， 細!耐え溜， 判l包形成より結合繊増 例では可動域を拡大し，な屈位拘縮を背屈位に矯IEする

~i'!，血行W~閉塞にでるー辿の炎症{設が認められ，すでに ことが可能である点で，一応の効果を収めているものと

我々が桜山節の市波膜について報告したものと同慌のJ1i 思われる.しかし，膝関節に対する森式関節褒滑液肢切

比を得ている. 除術にl七し，可動性，現!~Jlií性，関節機能状況に関してす

術後成績 べての点で遜色が".古められる.

(叩5ulo勺1l0vcClom)'を行なった 20例， 23子関節の この"Ji実l乙関しては，手関節がIJ事関節に比し，秘腕，

うち数カ)j以上にわたりその終過を，U:，j査しのたのは 12 手付問，乍予関仰を合むという俊雄性を有する上に，伸

例， 13関節であるが， 手術|白後では全例において術!日 イ]lIJ の関節完治液1lC~l;I]除がIJ主l対節におけるほどに十分に行

に存存したば焔の消失ないし終快がみられるが，術後の ないがたいこと，と今一つは手関節乍側の関節混とr-IY，J

浮腔が著明で運動ii"問、制限されている. 買i1117側の関節裂との組織面的の比が，膝関節のそれにjヒ
術後 1i!liJより 6迎においては終痛は外JI日Jに比しノ仕組例 して小さく，その結果関節 1>11本からのリュウマチ病巣怖

において若ゆjに経快しており， J匝脹は約 2/;)11ljJ乙おい 出川が相対的に少きに失するという点がもっとも大きな

て軽快しているが， "J1!リJ域の拡大したものは約 l/3f河 原閃であろうと考えられ，今後掌側関節袈滑被服の処}In

にすぎない. について研究を要する予地が多分にあるものと汚えられ

術後数カ月後lこは，nii麦f引liiの軽快した症例の中に再 る

び悠J:iiを増したものが 2-ヨみられるが，これらの法例

では手|対節の学(JlIJに腿IJ長l目指がみられ‘なお銭存してい
表 3 術fを!戊続(!iカ月以後).

健 良 不変 t¥Y11.'止、
表 2 術後成績判定AL準

11関節 日 節節 l関関

炎i，iJ，i状 機能

もえ〉 ê~ t-. 不変 f た!主 ~I{ ，r， 

& 6、←~'O iFi 悪 質問 ・「-L山uu(日本1'1ご大整形)

不変jiyi必 不変 iFi:息 掌:側の滑液映が取り残されると思うが，背屈運引がよ

くなるのはなぜですか

る'半 'i!lJe7コ!則前室の変化によるものとi'iえられる. 答 :j!ぇ 孫太(関西医大)

J"'Hi}JセEは約半数が!日術にltし大差ない状態であるが， 関節蛍は，掌側は切除していない.すべてこういう場

特に怒化した京例はなく，一般に術後の運動総理を十分 合はしないのが古くからの原則であると文献的にも与え

に行なった刈二例では比較的よい可動性を得ている ている 背側関節発切除の際病的肉穿が同時に関節完封1

なお術的学:屈位で拘縮状態にあった関節でも，関節内 に介入している苅例では.肉芽をとれば必然的に1Thri障

に介入した肉芽を除去することにより背屈可能となり， 学了がとり除かれるのである・

術後 FI を終て堂側に1生痛を訴えた際に背屈位で，，;~IJ子同定 追加 :WF健哉(岡山大盤}[:;)

を行なうことが可能となり ."J動域は改{与されないにも 手関節の消限切除術は，孜々もたびたび行なっている

かかわらず機能的によい結来を得ているものもある ところであるが，もちろん全問模を切除することは不uJ

総括および考按 能であり閲~術的意義があるものと思う・なお. リュ

手関節のリュウマチu関節炎に対する外科的療法とし ウマチの際には，関節のみならず，周凶の院中内炎も合併

ては，一般にステロイドホノレモン，または局所麻酔刻の しているので，これら間膜も必ず切除しておく必要があ

関節内および関節周閲it入，尺'1'1末端切除術，関百li同定 る.

術などがぷみられているようである.我々には関節同定 追加:田島述也(新潟大整形)

術，尺丹末端切除j'I-Iの経験はないが，局所へのステロイ 手関節内の;丹波とならんで，伸筋腿粁jならびに府筋腿

ドホJレモンや麻酔叩lの注入などでは.しばしば持続的な 鞘としての滑脱の状態と，それに対する処置をおきさし

効果は期待しがたく，また学:屈仲拘縮の改J答も十分には たかった.

望みがたいようである. 追加 .児玉俊夫 (岡山大整形)

我々の試みた cap5U 105)川 veClom)" では悲痛に対して 1) 検尺関節内の線維軟'白を除去すると，囲内，同外
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運動が障害されるようだ. 肢位強直を考えての治療方針も存在する.

2) 手関節，指関節などの小関節では，場合により良

10. リュウマチ性紫斑病lζ続発した intrinsicplus hand 

得津雄司*

神戸市立中央市民病院整形外科

Inlrinsic， muscles が選択的に拘縮におちいると，

B山 lllellの inlrinsicplu只 hand を呈するようになる.

大択は下関節 ~'{-ßの緊迫包帯により発生するが，そのほ

か種々の原因がある.

私はJ泣近リュウ 7 チ性紫斑1内に続発したと思われる

intrill川 plushandを経験したので報tIする.

症例，)，)才，男子.

主~Ji・:左手指が伸びない.

既往歴，家族歴 .特別なものはない.

事~Jf内雁:木作 4 月初め雨膝関節痛と両下肢の出血斑を

認め，同じころより両肩より上腕部にかけて神経痛様疹

痛があって，両手関節，両下腿部に股!阪を認めた.

4月 7日，四肢に出血斑が出現しました.

4月 10日，皮府科を受診して， リュウ 7 チ性紫斑病

の診断で，ステ ロイドホルモ ン投与を受けて，出血斑が

誠少した.

5月 l円，皮膚科に入院して，薬物療法をうけたが，

数日して左上腕部，左前腕伸側に激焔を訴えて，睡眠も

防害される程度であった. 5日後手倍がイfjlびないのに気

づき整形外科を訪れた.

初診H寺初見:左上腕および前腕には筋li更結そのほかの

異常所見はなくて，手関節運動も正常であった.左小指

球にわずかに筋萎縮を認めるが，知覚障wはない.

母指は内転し，ほかの指はそれぞれ M.P.関節 125-

1300

屈曲位，P.l. P. 関節 1600，0.1. P. 関節 180・伸

展伎にあって，手は全体として横のアーチが増強して，

いわゆる“袖通し肢位"をとっている.

• T. Tokulsu. 

指の関排および M.P. 関節の伸展は不能であって，

母指をつかんで， gnpは可能である.山力は左 11. 右

28と低下している. M. P. 関節を他動的にi白{'/'IJ:ll(立に

おいて laleralbandの緊張を地強すると， 厄iilli(，'r.にあ

るときにくらべて， 1. P 関節を屈曲する力が以返して，

~1 . P. 関節部に痛みを訴える.

検査成紡:赤血球 4 :~8 x 10 " 白血球 10000，ヘマト

クリット 41%，瓜l小仮 117，尿に潜[[11反応陽性である.

手に限局した阻1(11性拘縮と診断して， M.P. 関節をf'/I

展 180。で同定した卵性副子を装着して， 1. P 関ili:ーの

自動屈曲をぷみるときに， M.P. 関節が屈I出することを

防止するとともに，7.k治療法を行なった.

発症 3カ月のNIT全般に回復してきた.すなわち，第

九 4，5指の か1.P. 関節は 155
0

の屈曲位，l. P. 1刈節

は 180。伸展イ立をとっているが，安J2指の M.P.関節

は 120。屈曲位，1. P. 関節は 180。伸展イ立にある. 母

指は同級に内転位にあって外転不能である 借の/)日j)~は

わずかに可能となり， 長I指対立運動も可能となってい

る.

本症の発生機転については一般には volkmann 拘縮

の場合と同様であると考えられているが， いわゆる

rheumaloid Arlhrilis の場合にも慢性にではあるが，

intrinsic plus hancl， それに ulnarclevialionが発生す

ることは我々よく経験することである. しかし本症例の

ように病歴より明らかにリュウマチ性紫斑病に続発して

急性に inlrinsicplus handが発生している点が， 非常

に興味深いと思う.

病歴より リュウマチ性炎症のほかに筋線維内および筋

線維聞の出向によって，固有手部に血行障害を生じたも
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のと考えられる.そのほか上腕神経叢，上腕の神経麻療

を疑ったが，注射の既往歴もなく ，知覚障害も認めず，

手関節の機能は正常であるととより否定できると思う.

11.中小企業地帯における手の工場災当について

中島重 !Jf: 吉良貞雄

京都府立医科大学整形外科教室

合井君美 川上 登 *

第 l病院整形外科

子の外傷は労働災害においてもっとも頻度の高いもの

であることは衆知のところであるが，特にわが国のごと

く企業のオー トメイション化が遅れしかも中小企業や家

内工業の盛んなところでは，特に五要視されねばならな

い. 今回我々は平均従業員数 160人程度の工場が密集

している中小企業地帯に存在するー病院整形外科に，過

去 1年間に訪れた手の新鮮外傷患者約 1250名につい

て，統計的観察を行なったので報告する.

1.対象工場について

1) 当病院利用工場数および従業員数

当病院を利用している工島;数は約 400に上り， この

うち衛生管理を委託されているものが 83工場である.

とれら委託工湯の従業員数は平均 160人程度で， その

ほかの工場も 100人以下の小工場ばかりである. この

ように当病院はいわゆる中小企業工場に閉まれて存在し

ているのが特色である.

2) 工場の極矧

中小企業なので，工場の種却は種々雑多で，便宜上，

そのとり扱う業種によりつぎのごとく大別した(表 1).

2. 調査成績

1 ) 手の外傷頻度

過去 l年間の全受傷患者約 2950名中，子の外傷発生

頻度はおおよそ，半数の 42.496をしめ，そのうち 35%

は手部，手指の外傷であり，これは，手指を主に用いる

事 S.Nakajima， S. Kira， K. Kanai， N. Kawakami. 

表1. 工場の種類.

|製鋼，鋳造 |主として室長物を
鉄工業 | | 

|カジ ヤなど !とり扱う仕事

|機械，製作，加工 |主として機械を利用し
機械工業| i 

|部分品，組立，木工 |ての手による細い仕事

I _..&:".. 0 ~"~I <<HI~ 主として刃物を使用し食品工業1食品加工，製菓 | ~ UU/JIJ ....L... ， .:;z:;<;:fCての手指による仕事

|インク，染料，電池|主として化学薬品を化学工業~_ ~.:" "/， ~/I'-í ， tt!.(l!:. I 
!など |使用する仕事

雑 |運輸，雌，そのほか|不定

中小企業工場の災者の特徴がよく現われていち.

2) 傷害者Il位別頻度

手の外傷中，手指のみの外傷は 74.7% と圧倒的に多

しなかでも中指，示指に多く ，ついで環指，母指の)1民

となっている(図 1).

3) 左右別

左右差はほとんど認められなかった.

4) 災害名別発生頻度

挫創， f坐傷が半数以上をしめ， ついで'~J 折， 打撲の )1民

である(凶 2).

5) 手の外傷と産業との関係

鉄工業においては重量物をとり扱う関係上，l'坐創，挫

傷，骨折が大部分で，骨折においては開放骨折は非開放

骨折に比し少ないようである.



%0・(24 ) を 13・号 1;) 整形外科 1962 "!'- 11月

問中1.6官股t/i1¥; 1. 1唱

図 1. (l)jム部位5JIJM11正. 図 2. 災iムち)JIJ頻度

これにJi.し機械じたにあっては， 1ヒ絞的問減川を伴う j ， i~例 3 は !1:'Jirþ ， 左手をギアにをきこまれたj常減(1IJ

Il目欣'i']-1liが多く，これは作業時，機岐に援母!hしたり，手 で，この忠行は，{_í上肢も上腕より j~\断されており ， L正F
袋がど~きこまれて手J/1の出減:\1IJを/ヒずるものが~いと思 指のピンチをll)Jけるべく微IU;的なる dcbrilじmclllの役;こ

われる 食品工業では作創が多くなっているが‘特に切 中間!胃叱 111修他を反'I¥i欠JW'i11に行ない，初期の目的をj主

主IJの多いことが特色となっている.化学工業では火傷が 成した例である・

多くみられるが，これは熱傷， jii rおによるものが大部分 結語

である. 以1::， I.k々は中小企業地帯におけるー病院笹形外科を

3. 症例 過去 I，ドU¥Jに i)jれた子の新鮮外傷m!'Sについて統，;1イ内観

ノト同は治依成績の遠隔訪~ (1'については制祭期間が短い 察を行ない，その結決，中小企業[初にあっては，特に

ため，報告し得なかったがつぎの機会に免去することと 手の外似が，他部の外傷に比し， 片しく !(.nl.互の正:，いこと

する.本会では 2，3の組例をお自にかけ，主主々の行な を匁lった.さらにdipJiよ別に手の外似との関係会;urdff.した

っている治伎の一端をのべるだけにとどめたいと思う. ところ，予の外似の状態は各産業!"illlμ!の{十恨の性質をよ

症例 lはプレス作業中，示指末節の牧!"ill組織がfり点さ くIxlりとしていることがうかがわれたー今後手の外傷治療

れ，末1¥ii'i']が泌出せるものに対し手'予 I!('I¥iを有茎弁皮将 にうUJを払うことはもちろん，さらに計紺!なる調丘を行

移値し，ぶ指の短縮をまぬがれた秒'IJである. ない， 災害発作|山 ILの対策をoえていきたいと思ってい

症例 1は作業中，右手をファンにまさこまれT背f恨の る.

P軽減欠J11をきたした例で，これには腹壁皮膚をイj主皮膚 ご恕篤なご lI1 J•q. ~とたまわった忍同首有数筏;こ t草刈する .

移仙し， .uIJの l次閉鎖に成功した例である.
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r~:j iJ ( ili; )三 金井市郎 河野清*

横浜市大阪学部枠形外科教室

昭和 32イf1月から同 36年 6月までの問に当科外米

を訪れた折切断患者は 112名であり，このうち， ~科

にて治1肢を行なったものは 27名で，ほかは義指装Jiの

ために*~'G したものであった.

これら 112名についての統，;1的観察， ならびに 36

例についてのアンケー ト調だの結果を被告する.

表1. 指別頗{支.
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中指 31 

環指 i J 6 

小 f旨 i

言卜 99 66 165 

と，左右とも示指， rrjt1に多くみられた.切断指の数に

対する患者のMH交は， 1指切断が 70例で-fTI:多く以下

2指，3指の順であった.左右別では右 60%，左 40，%

であった.

指節別に!苦情，示指，中指について，その頻度をみる

と，基節の切断が '10例と一喜子多いが，中指のみはrr1j'(r1

の方が多くなっていた.

治療J~J川は大部分は 1 カ月から 3 カ月の問であった.

つぎに，切断を受けた指のその後の使用状態をめ例

についてl澗任を行なった

切断析を用いて pi nch を行なっている ものは I~):m末

節切断 l例，示指末節切断 2例，および舟指木節とノj守行

と中指の P.l.P. 関節離断の l例， 計 4例のみであっ

た. また， 28 Ol)は切断指を使用せず残った指で I'inch

を行なっていた. しかし，吋借が基節中央以上で切断さ

切断部{古
関節九-----

運 :siJ

表 2. 辺1tIJ障害と切断部位との関係.

木 節 i 中節 | 基節
I D.I.P.一一一←一一一一一一一一一一一- P. 1. P.一一一一一十一一

i;;i {，~部以部| 遠 {\I部中央部 Jt~ }'~i3 遠{¥'r.部中火tr-s基部

強直，拘縮 。
2 

2 

0 D. 1. P. 1 運動制限

正常 2 

強直，拘縮

P.J. P. 運動制限 2 

2 

¥'1. P. 

正常

強直，約締i

運動H見l以

| 正治

fr令および性別は児では :20才代，女では 10才代に

もっとも多く，.'Jjは女の約ーl倍をしめていた.

切断の原閃では工場災害によるものが 89例で大部分

をしめ，なかでも圧延機， 旋盤， ひき肉~，屯気鋸，ワ

イヤーなどによるものが目立った.

切断指の数は 165指で，これを部イ、I月1)友 lに分ける

* H. Takazawa， 1. Kanai， K. Kawano. 
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2 

れた 4例は “かぎ下げ"以外のことはほとんど不能であ

った.これに反し，f:t指，小備のみが残った例?では，受

傷後 l年半にて pinchが可能となっていた.

切断端の性状についてはときに疹痛のあるもの 24 j91) 

で，物に当った際や，，寒いときに疹痛のあるものがあっ

た. う

変色するものは 21例に認められ，そのうち広痛のあ
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るもの 7例であった.

urr端郎の知覚になんらかの異常の認められたものは

22 {0Jあり，知覚脱失が l例あった.

切断部位と運動障害との関係については，指節の基部

3例(8.6唱)

ときどき

装泊する

18例(52.6腎)

図 1. 現在義肢装着の有無.

で切断を受けた場合は，その指節の含まれる関節はほと

んど.ai勤が期待できなかった(表 2).

つぎに，義指の装着状態について調査を行なった.義

街は装飾用のビニール製で信サック式と，手袋式のもの

であった.

義指を作った .36例中常時装着しているものは 1例，

ときどき装着しているものは 18例であった. 要する

に， 5例は仕事に用いており， 16 {0Jは美容の目的で用

いていた.なお，仕事に用いるものは，受傷後事務や，

手をあまり佼わない職種に変えていた.

義指を作ったがまったく用いないものは 14例 (40%)

にみられ，その理由として，不便，色が惑いなどを挙げて

いる. 義指に対する希望では，関節のあるもの，色のよい

もの，抜けないものなどがおもなものであった(図 1). 

以上の結果を要約すると，

1) 指の切断は左右とも示指，中指に多<，指節では

基節が一番多かった.

2) 切断惜の使用状況では，母指の基節以上の切断を

除いては pinch は残った指で代用するものがほとんど

であった.

3) 義指は 4096が不便，美容上の欠点などの理山に

より用いていなかった.

4) 指切断に際しては，できるかぎり長く残すととも

に，断立;;，iの性状，関節の可動牲に注怠を払い，早期に治

癒せしめることが必要と恩われる.

13. 手指 の rehabiI i tation 

一一特に機能的副子について一 一

中村裕 佐々木忠重本

国立別府病院整形外科

後療法ひいてはリ ハビリテーシ ョンがすやおにまさると 若防止のために早期に自動運動を行なう目的で，術後数

も劣らぬほど重要であるととは申すまでもない.我々の 日で運動の'ls1廷になるすべてのガーゼ繊帯などを除去

病院で行なっている子指のリハビリテーシ ョンの実際， し，消 tliしたビニーノレ袋内で観察しながら早期運動を行

ならびに外国の機能的手指副子の 1， 2についてのべ なわせ，よい結果を得ている.

る・ 2. つぎにいろいろな自動運動についで民抗運動を主

1. I陀の crossunlonで一方のl腿を抜去した場合，癒 体として行なっているが，自転車の古チュープを利用し

て，空気の入れJL介で多少抵抗を変えてA到に利用して

• Y. Nakamura， T. Sasaki. いる.またスポンジに穴をたくさんあけたものに指を入
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れて適当な抵抗運動をする方法や，ゴムバンドの弾性を

利用して，手関節より手指の末節に固定して， 装着の仕

方により Extensoren や Flexoren のほ抗運動を行な

っている.また，ゴムチュープを投行にたくさんならべ

て，抵抗運動に利用 している. スプ リングの力を利用し‘

担保力の訓練に利用しているが，これは力に応じて 3種

図1. 回転式 日常生活動作訓練器を使用している図.

水道栓，tE気スイッチ類，各種カギ， ネジ， トイ レ

ッ トペーパ一保持器， 電話器などの家庭生活に必'll!

な各種の道具を具備しである.

類を作つである.また，重錘を加減して行なう抵抗運動

7.:~もある.以上のごとく して手指に力が入ってくると日

常生活動作，A.D.L.の訓練に移行する.

3. まずはじめは病室ベット上では， ポータブノレ

A.D.L. 訓練器を使用している. つぎに訓練室にいく

と ~I 1のごとく ， 水道栓， 電気スイッチ類， 各窓カ

ギ，ネジ， トイレットペーパー器，電話器の家庭生活に

必~な A.D.L. の司|峨訟がついている. これは各面

にとりつけてあり，日山に回転でき，また高低も調節可

能となっている.また指の不自由な人のための水道栓関

VfJ.Qiや，ベアリング付の筆写道具なども考えて使用して

L、る.

4. 永久障害には functional hand splint を使用 して

いるが， これは shortopponens hand splint と long

opponens hand splintの 2つが basicなもので，これ

にそれぞれの小手筋の麻療に応じいろいろのアタッチ メ

ント， たとえば， lumbrical bar， M. P. extcnsor assist， 

1. P. exlensor assisl， 1st dorsal assist，各種 hingesplint 

など 20種以上の functional 1山 ldsplintがある.

つぎに我々の病院で作ったものおよび外国のものを真

似て作ったもの 2--3を8ミリ映画で紹介する.

はじ èèは bas i c な splint に ext~nsor asslstをつけ

て‘ 7ぜ.t:<(ensor digitorum communisの用をなしてい

るもの， つぎはI.P. extensor assistのついた splint.

つぎは頚髄損傷の患者で， Handgelenkの運動はでき

るが指の運動がまった くできないケースに flexorhinge 

splinl を左手につけ， 右手に指の屈曲位拘縮に対する

plal form をつけ， さらにその先にホーク，スプーン兼

用の特殊な食器をつけて，自分で食事ができる よう にな

図 2.右手指拘縮に対し特殊食器付 platform.左は手

関節の動きを利用して各指を動かす Oexor hinge 

splintで自力で食事をしている ところ.

図 3.上肢帯の筋力 poorで上肢の挙上できないJ患者

に対する1置ノてンドイJ7ィーター.
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り，食欲も増し元気になった例(凶 2). さらにこの人 きない忠!';のために柄を長くした櫛の使用状況. これら

の+尚子には 8個のノブをつけて spliJ1lをつけ，自力 のごとくちょっとの工夫で日常生活が自力で可能になっ

で運転できるようになった様子. てくる.

つぎは米国カ リホJレニヤ州の しanchoLos ，'¥llligo州 つぎは同独の l1eiclerucrg大学の pneUlllarl:'C比 Pro・

院の pneumallCaflnで，圧縮炭椴ヵースで動く halldsplilll lhc，じ でよj似は!五縮成問者ガスで， 肘関節Jの屈Itll. li;腕

の使用状態.忠者は上，下肢，呼吸筋がおかされた，[i:kポ の阿佐， j行の屈曲などが可能で非常にすぐれたもので，

リオで，後方にはポータフツレ鉄のl怖を使用している.つ ロイ 7 の指の拘縮などで難治のものは 11'1.P. C. で切断

ぎはこの患者がタイプの練習をしている総子. し， この式の Prolheseをつけた方がより社会的治)，[，が

つぎは筋力テス トpoorの上肢麻)1¥，行に対し fecdcrを あると栂ιしていた・

使用しているもので，はじめは版バン ド同定式(閃 3). 以上孜々のクリニックで現1'1一行なっている手折 ()rJも

つぎは stancling feecler で{iL1::.の1'VJ作に似利である・ 合めた)rehabililaliollの一端をのべた. また，.[¥2々の

との例は Plexusbrachialisの麻抑:';1王者で， これの使用 作製した fUllcliollalhalld ，ド11111 は米114カリホノレニヤ

によりタバコも忠肢を使用して吸うことができる.つぎ 州 LanchoLos九migo11仇1'，Ia1. ジョージヤ州 ¥'Varlll'

は車崎子についた sllspensionfcccl引の使用状況 springFounclatiollのものや.f!lj H! Ilciclcrbじrg大下の

つぎは日常生活に対する工夫で，指の不自由を争点う使 pneumalischer Prolhe出などを主主与にしたものでめる

利な buttonhook使用の様子. つぎは，肩の挙上がで

14.指末iiiH!品切断止iZの経験

岩本正手 品英*

岩本1丙院

指切断に対する再建術は，物理的機能，匁IJ';1， )~容上

の再建の目的で行なわれ，さらに隙旧例で切断端の痛み

をとり除くという派牛的な目的もある.しかし末節端切

断の場合にもこうした厳 'Eな条件を消す再建手術が必要

であろうか.

f行末買ijr，/，J切断を解出j学的に分史民し，治療法を考えてみ

ると，1)部分的切断， 特に鋭利な刃物による切創など

では 1次的に縫合するだけでよい. 2)全部が切断さ

れた以介でもポ節目は露出されず， pulpがその上をお

おっている湯合は，遊離植皮だけでよい. 3)末節丹を

切断し，その断端が露出されている場合は，手学:または

!腹部!支弁による (J茎植皮が必要である.

一般的にはこうであるが，我々は実際にこの 2年聞に

N，示.中指のいずれかの 12例の 3)の場合，すなわ

ホ T.lwamOlO (病院長)， H. Tejima. 

ち末節骨に達する指切断的ここうした rl}佳子術をす Fめ

たところ，承諾したものは 3例だけであった.これに岐

部皮弁を移植したが 1例は再位指g;IJの L1yperaヒち1"仁川じ

のため，ほかの l例は治政期間がノkくなるのをきらって

治療途中で切断，残り l例は成功したが，術後 l年[まど

を経過している羽従，次第に縦少してくる傾向がみられ

る このように孜々のところでは，切断末節骨端の露出

した出i例の大多数が， IlfUlT術を承諾しないか，また受

諾しても成功しなかったので，保存的に処置された症例

について，そのi卓附成総をしらべたところ，前記症例中

6例がそれに応じた.これら患者は受傷後 2年から 3カ

月を経過した現在，機械工などの手を使用する職業に後

九jしており ， さして日常不自由はないという.断端搬出

部の疹焔も，大きな障害となるほどではなかった.

なお， これらの人々の多くが美容的問題を解決したい
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と希望するので，東北大学医学部衛生学教室の山田文夫

氏の協力を得て，シリ コーンを主材とするプラスティッ

ク製義指を試作したので，その数例をスラ イドで供覧し

た.

15. 指欠損手lこ関する研究

浜崎亀夫 福元敬二郎平

九州大学医学部整形外科教室

検査対象

総数 110例， 168指を対象とし，年令は 20才以上

50才までの古壮年男子で， 職業は工員，鉱員，人夫な

どの肉体労働者に限定した.欠損原因はすべて外傷によ

るもので，先天性そのほか，病的に基づくものは除外し

た. また指欠j~i後の経過年数を 4 年以上として指欠損子

の機能的)1印じに要する年数を見込んだ.さらに欠損指以

外の残存指の機能障害あるものは，研究成績の画一性を

そこなうのでこれを除外した.

指欠fTl手の種類を欠債指の数により単指欠損手と多指

欠絹子に分類し， 多指欠J員子をさらに 2指， ;;指， 4 

指およひ全指欠f員子l乙組l別した・

単j旨欠J以子は総数 75例 75指で，多指欠J長手は総数

3"似内指である.

検査方法および検査成績

1.機能障害度の評価

1) 検査方法

子の機能は極々の袋索を合んでいるが，機能の最終の

姿は子の動作と考えられる.人間の生活活動における手

の動作は一見民雑をきわめているようであるが，実際に

これらを分析すれば，基本となるべき数種の動作の集積

と考えられる. したがって幾多の先人により種々の名称

の基本動作が分析されているが，著者は基本動作として

pinch， grasp， hook， scoopの 4種績に大別し，さらに

そのおのおのを数種に細分して総計 14の基本動作に分

類した.以下それらの基本動作は，

1) Pinch (つまみ動作)

母指とほかの指とによって物をつまむ動作で手掌は関

* K. Hamazaki， K. Fukumoto. 

与しない. この pinch もつまみの形および関与する指

の数によりつぎのる極に分けられる.

a) Tip-lip pinch (指尖つまみ)

母指指尖とほかの 1指の指尖とでOを形成してつまむ

動作で，別名 品nger.nailpinchとも日子ばれ， 実際には

台上の硬貨，主f，針などをつまむ.

b) Pad. pad pinch (指掌つまみ)

母J旨末節指学とほかの l指の末節指掌との聞でつまむ

動作で，関与する指の各指関節は怪皮屈曲位である.夫

際には紙や小球などをつまむ.

c) Pad.laleraL pinch (指掌指側つまみ)

封f旨末節指掌とほかの l指の末節或いは IjJi'(rj校側JH側

との問でつまむ動作で鍵，時計のねじなどをつまむ.

d) 3-pad pinch (3指学つまみ)

母指末節指掌とほかの 2指の末節指掌との聞でつまむ

動作で， 万年筆などのキャップ， びんの位などをつま

む.

e) MuLtiple pad pinch (多指掌のつまみ)

母指末節指掌とほかの 3ないし 4指の指掌との問でつ

まむ動作で，台上のコップ，りんごなどをつまむ

2) Grasp (にぎり動作)

全指指掌ならびに手掌で物をにぎりしめる動作であ

る.にぎる形態によってつぎの 4種に分けられる.

a) Cylindrical grasp (円梼にぎり)

とれには 2種類あり，その lつはハンマー，包丁など

の道具の柄としての円壌にぎりで， 第 2，第 3中手骨

掌および小指球を基底とし， 母指と母指球を焼側翼，

示・中・環・小指の 4指を尺側翼とし，この両翼で円局

をだき込むようなにぎりで，にぎり動作中もっともしば
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しば使われる大切なにぎり動作である.ほかの一つは後

述の proximalphalanx hook に似て母指球と小指球は

ほとんど利用されず，母指とほかの 4指でにぎる hook-

like graspである. これは大工のみ， 欽俸体操の場合

のにぎりである.

b) Sl'hcrical grasp (球にぎり )

f;jj旨ならびに各指とも扇状に開き球をつかむ動作でボ

ーノレ，丸ノ、ンドJレなどのにぎり動作である.

<.:) ドlalinggrasp (平般にぎり)

名指のJ旨節間関節は伸展位に中手指節間関節は屈曲1立

にし， I'j:指と対立位で平板をにぎる動作で書籍，煉瓦な

どをにぎる.

<.1) Vise-likc grasl' (万力機にぎり)

HJl1球とほかの4指の中指節指1/問で物を侠み，圧迫

するようなにぎり動作で，ペンチ，ハサミなどの使用動

作である. なお:J}J在一般に使用されている Smedley式

提));:)1はこのにぎり動作の握力計である.

:3) llookaction (鈎動作)

主として母指以外の 4指の各指関節或いは中手指節間

関節、jを厄¥tlHし， 各指の各指節を揃えて同一平面とし，4 

指にあたかも l指が作るような鈎状を形成させ，それで

':)1つ掛け或いは吊り下げる動作である.母指はときにそ

の鈎の止金的役;l;IJを果す.この動作は主として関与する

指節によってつぎのごとく分類される.

a) Dislal phalaJlx hook (末指貫i'i鈎動作)

AミJ旨i'ii'iを揃えて鈎状となし，この末借節で物を吊り下

げL或いは引っ掛ける動作で机の抽出，障子，襖などの開

聞に使~IJ される

b) Middle phalanx hook (中指節鈎動作)

中J旨h百を揃えて鈎の底となし，これにて物を吊り下げ

る動作で，縫い物，たとえばカバン， 屯卓の吊手などに

はこの動作が使用される.

c) Proxilllal phalanx hook (基指節鈎動作)

)，~指針iを備えて，これを鈎の底となし，これにて物を

吊りドげる<JVJ作で重い物，たとえば トランクなどを下げ

るときに使用されるが，との動作は前述のごとく母指と

子学が l部利用されるため graspの変形で hooklike 

grasp主u似の動作である.

4) Scoo paction (掬動作)

これは全指を備えて密着させ各指関節は軽度屈曲位で

物を掬う容法として利用する動作で，水・砂などの流動

体或いは小粒体を掬うときの動作である.これはつぎの

2つに分けられる.

a) Single hand scoop (片手掬)

片手で掬う動作で中街，環指が容器の底となる.

b) Both hand scoop (両手掬)

両手で掬う動作で小指， 環指， 中指が容~の!氏とな

る.

以上のJ左本動作を指欠損手に実施させ，そのl戎紡を築

計した.

結語

指欠損手 110例，欠損指 168指を対象として， l行欠

損手の機能障害度の釘'価，断端と疹痛，ならびに創行装

用状況について凋査研究し，つぎの結果を得た.

L 機能降下等度の評価

i) 機能障害子[廷は舟指ならびにほかの 4指とも指欠債

の長さに比例してW，'}JrIした.

ii) 機能15_，'~;I';:I止の増}J日率は各指の各指節により見な

り，つぎのごとく J干価した.

a) 母指列では，末指節 :;0%，中折節必弘 中手汁

1096_ 

b) 1手倍以外の四指では，末指節 505百，中指節 30%，

M指節 20%_

iii) 各指の能力は主として基本動作的機能面とは;宜

的重要性により，母指列 40%，示指 16<百，中指 18:6，

環指 12弘小折 14% と許価した.

2_ 断端と 1~;1百

i) 自発州としては寒冷時のシビレ感が断綿の半数 Lこ

あり，長期に感ぜられた.

ii) 庄焔のうち，限付痛は切断後 2 カ年以内に !まと

んど消失し，長期に残存する圧痛はほとんど神経腫を伴

う放散痛で 496以下であった.

iii) 欠損指の和類ならびに断端の長さと修焔炎生率

との閣には，中日関関係は認められなかった.

iv) 切断端と縦断端ならびに断材li被波皮弁の積知と，

疹痛発生率との問にもれi関関係は認められなかった.

v) 断端皮11可の緊張度は J:g.痛発生に深い関係あり，

緊張l交が強いほど悲痛発生率も高かった. このことは断

端形成に際し常に考慮さるべき重裂なことと考える.

3_ 義J行装片j状況

i) 義指所持率は ql指欠-m子 12%， 多折欠1t1:F-46% 

であった.

ii) 義指の種類はすべて常用義指であった.

iii) 義指{!t月j率は非常に悪く常用はほとんどなく ，

使用されない理由として「邪魔になるJ がもっとも多く

80% をしめていた.
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1) 緒 言

16. 上肢外傷の握力ならびに指先把持力に

およぼす影響について 第 2報

一一 前腕骨骨折の握力ならびに指先把持力におよぼす影響一一

平沼 晃本

東京医科大学整形外科教室

3) 調査方法

987-( 31 ) 

夜、は前回第 4回日本手の外科学会総会において表記題

名の第 l報として手指末節外傷 81例目指についてそ

の'支傷 1-2カ月後の成存促力，ならびに残存指先把持

1JI乙|児してのべたが，今回第 2報として前腕下端および

中央部の'百折 30例について受傷 1-6カ月後のそれら

を湖iをしたのでその結栄を報告する.

握力はスメドレ一式握力計を用い，指先把持力は先の

学会において展示発表した萩原式第 2 号ノて才、式抗!2~f)J測

定器を使用した.

前腕下端骨折はとれを整復不要例 17例と，要整復例

10 OlJとに分け，前腕中央部骨折は非観血的鐙復OlJ2 i担!

と観I(rr的整復例 l例とに分け，それぞれ後療法に入る時

表 1.凋食材料の泌{9IJ内谷.

1-_ _ 前腕了間折例(一円)ー l 前腕中央部骨折例 (3例)

i整後不裂例 (1;例) 要帥例 (10例) I~閣l佃的鐙彼例 (2 例 )1 刷凶整復例 ( 1 例)

tl 53IJ I 男性のみ ! 男性のみ 男性のみ l 男性のみ

同年~~ 32才 (18-59才) : ~ 7才 (21-67オ) 32才 I 41才

f布 7例¥ ， ，~， (右 o ¥ 続骨 JLJ;i11者jfr 15例 i"-， ' V'J ¥ 例( <-J V ， 
機'白木;.r~i 骨折-llt
尺骨J喜状ヨピ起骨折

検骨骨件骨折 1 

~骨'，1 幹'肖折派
I~ :千茎状突起甘j[rl

¥ lL H伊U ¥ ft 4例/

/ {，' 1例¥ 1 " "" (右 3例¥2例( <-J . '"  ¥ 6例 (<-J V V'J ¥ 

¥ b 1例/ ¥左 3例/

2例(右のみ)

t::i省ふ期間 11.5カ月 (0.5-5ヵ月)' 2カ月(1.5-3カ月) 2. 7カ月

I例(右)

4ヵ月

r 1 1叫忠治慾
字五 1 

11例 6例 l例

帰 j I)i~ ~l{泊泌 3例(1171]14級ほかは不明)3例(1例12級ほかは不明) i例(等級不明)

|不明 3似l l l例 I 1例

2) 調査材料

前腕下端'同折 27例，前腕中央部骨折 3t日lの合計 30

例でそれぞれの症例内容は表 lに示すごとくで， 全例

ともに日本鋼管病院整形外科を訪れた労災患者のみであ

る.

なお今回の調査では両前腕中央部の骨折例はみられな

かった.

• A. Hiranuma. 

期で検査可能となる受傷 1カ月後或いは 2カ月後より 1

カ月ごとに患側および縫側の鐸力，ならびに指先犯持力

を測定し，荻原の偉力ならびに指先把持力に関する左右

比より患側の健康/1寺におけるそれらの値を推定算出し，

これと患側の実測値とを比較し， その残存力を%をも

ってあらわした.

4)調査成績

表 2および 3に示したごと し それぞれの症例クツレー

フ。において検査を follow-up し得た症例数は受傷後の
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受傷後

経過月

表 2. 前腕下端骨折例の短ブJならびに指先把持カの受傷後経過.

| 臨竺事例 門 戸L一一 l苧 1 一 戸りIJ (竺例仁一 ←ー|数
|握 力 l母ー示 母ー中 母ー薬 l 母一小 17 握 力 l母ー示 |母一中 l 母-E 母ーノj、 10
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I 10 60% 
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2 I 655百 l
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50% 

65% 

70% 

60% 

70% 
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85労

80% 

65% 

60% 

70% 

80% 

90% 

90% 

75% 80% 

70% I 80% 

75% I 80% 

85% 80% 

表 3. 前腕中央部骨折例の握力ならびに指先杷持ブJの受傷後経過.

受傷後[ 非観血的整復例 (2例)数 観血的問例 (l例) 数

経過月 !握力 吋 二Jιlt Iまー楽 時一小 171主力 付ー示 母中 ，1:):ー来 町一小

lカJi後

1 カ月後

3カ月後

4 カ月後

5ヵ月後

30% 55% 40% I 55% I 30% 

40% 60% 45% ~ 5% 405恒

，0% 805百 。0% 60% 40% 

1 705記 809o 8096 709o 70;>6 

1 90% 1 70;>6 日0% 60% 60% 

経過月により異なるが，この表に現われた結果から成絞

を批判検討してみたいと思う.

なお指先把十年力については本来名指別に比較すべきで

あるが，ここでは使山上 4指の把持ブJのうちの長低値と

故高値をとり比較した.

1 ) 前腕下端骨折例においては表 2のごとく， 握力

についてみると受傷 lカ月後では笹復不要例では 60%

の成存握力を示しているが，変i割反例では '10% となり

整復不要例の方がすぐれているが，受傷 2カ)j後から 5

カ月後にわたる聞は両者に有{まな涯はみられない.

しかしながら受傷 6カ月後に至るとやはり権復不安例

は 85%， 要整復例では 70% となり ， Ij~醤が良好な残

存搾ブJを示している.

指先把持力についてみると受傷後の経過月により多少

災なるが，全般的には整復不安例の方が要整復例よりも

すぐれている傾向がみられ，しかも受傷6カ月後に至る

と整復不要例では受傷市jの力に復した値を示しているが

望整復例ではこれより 10-20%劣る値を示している.

すなわち前腕下端骨折例においては整復不安例は要整復

伊tlに比し握力ならびに指先犯持力ともにすぐれた残存力

を示し，かつ指先把持力は握力よりも回復が良好である

傾向にあるといい得る.

2) 前腕中央部骨折例は表 3のごとし症例数がき

わめて少ないが前腕下端骨折例との比較の意味で参考に

1 

30% 40% 50% ~0 5百 75 Gピ

2 I 40% 5096 60"6 ;)J 9o 6.190 

I 60% 60% 90% 70;>6 60% 

供したのであるが， 握力についてみると ~I 観的l的協復例

では受似 1カ月後より 4カ月後の残存拍E力はそれぞれ

30%， 40%， 70%， 70% であるに対し， 観瓜l的整復例

では受傷 2カ月後より 4カ月後のそれは 30%，40%， 

60% となり ，jjij者の 1カ月後の成績がi走者の 2カ月後

の成績に相、「し，前者の 2カ月後の成績が後手?の 3カ月

後の成r，iiに相当するごとく，観lf11的整復例は刻観凪l的整

復例よりも lカ月ずつ劣ることが示されている

m先犯持力についても各指別には男!なる幼子?もある

が，一般的には各経過月ともに観lfn的整復例は~I:観は的

整復例にくらべて劣る結'Rとなっている

すなわち前腕中央部骨折では症例数がきわめて少いの

で判然としないが，今回の調査の結果からは侭)]ならび

に指先犯持力ともに非観血的整復例は，観血的整l'H耐lよ

りもすぐれた残存力を示す傾向がみられ，また促力は指

先犯持力よりも回復が良好である傾向にあるといえる.

5) 結語

以上のごとく前腕下端骨折 27例， /IIj腕中央高fi骨折 3

例についてその受傷後の握力ならびに指先犯持ブJを調査

した結果を要約すれば以下のごとくである.

1) 前腕 F端骨折は前腕中央部骨折よりも受傷後の握

力ならびに指先但持力の回復が良好である.

2) 前腕下端骨折においては整復不安例は要整復例よ

りも受傷後の握力，ならびに指先把持力の回復が良好で
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あり，しかし前者においては指先把持力は受傷6カ月後

に至ると受傷前の力に復すことが示されている.

3) 前腕中央部骨折においては非観血的整復例は，観

血的整復例(プレート固定)にくらべて受傷後の握力な

らびに指先把持力の回復が良好である傾向にある.

17. M. P. 関節背側脱臼の 2M~:例

加藤泰弘 渡辺倶之本

名古屋市立大学整形外科教室

M.P. 関節における指の背側脱臼，特に第 2指の脱臼

が比較的少ないこと，特殊な解音IJ機構のため非観血的整

復の困難なことについて Kaplanならびに本邦では笠島

らにより，詳細な報告をみている.

我々も最近 2年聞に，第 2指， :?f~ 5指の M.P.関節

における背側脱臼を経験したので報告する.

症例 1:患者は 9才の男子.

現病歴:自転車で右側で転倒，右手伸展位で手をつい

たところ路上の石で右 2指を突いた.某医で右第 2指

M.P. 関節脱臼と診断， 徒手整復を受けたが整復不能

のため来診.

現症:右手全体に腫脹，第 2指は M.P.関節部で過

仲展位をとり， Iくaplan の記1散する尺側偏位は認めな

い.竿:面に膨降を認めた.また運動は著明に障害されて

いた.

X線像:正面像で第 2，第 3中手旬間の増大と，斜位

像で第 21旨の基節の著明な背側転位を認めた.

治療:外傷後 6 日目に観血的整復を行なった.~側皮

講にそって皮切を加えると，皮下直下に第 2中手'目'目頭

を認めた 中手骨骨頭は， KaplaJl の記載のごとく ，関

節褒より脱出して挨仮IJへ虫様筋，尺側へ屈筋腿を圧排，

遠位へ線量lk性軟骨板 natatoryJigameJlI， 近位へ浅横籾

手書を排し，これら 4者の閲より手:側に突出す.線維性軟

骨板および浅横籾帯に切開を加え，整復，縫合した. 10 

日間ギプス固定後，後療法を行ない，術後 1カ月で機能

的に正常に復した.

権 Y.Kat8， T. Watanabe. 

症例 2:13才の女子.

現病歴・ 4 カ月前，左側に転倒，左手指を伸展して地

面に強打してから左:f;!S5指に変形疹焔をきたし，柔E在日市

に徒手盤復を数回にわたって受け，その後約 2カ月?':;

サージを受けていたが，変形，運動障害の消返をみない

ため来診.

現症:第 5指 M.P. 関部は過伸展イ立をとり， 第 3

M.P.関節は他動的に終!交屈曲可能なるも，自動的には

まったく障害されていた.掌面に第 5中手f}骨頭による

隆起を認めた.

X 線{象・側面像で:5f~ 5指法節は背側に転位する.

治療:~n 5指尺側掌:側に皮切を加えて進入すると，中

手骨丹iiJiは屈筋腿を続側へ，短小指屈筋は尺側へ排し関

節漢を破って突出していた.jjillおよび筋肉による骨頭の

1")捉はそれほど強h~ではなく ， 主として関節袈および線

維性軟骨仮により絞促を受けて非i:s納性となっていた.

それらに切開を加えて，何頭を還納，固定性に不:庄が

あったため Kirschner氏銅線にて固定， 1カ月後， 後

療法を開始したが，術後 3カ月後も屈曲 100.， ほかの

運動も軽度障害を残している.

考按

第 2指 M.P. 関節背側脱臼の研究は 1957年 E.B.

Kaplanに負うところが大であるが， 本邦でも鈴木の

発表が同じころにあり， 22島，長田，清川らにより ，原

因，解剖機構，発生について詳細な報告がある.

発生劇度は上述の諸氏いずれも 20年間ないし 10数

年閣に 1-2例を数えるのみで，我々も 10年聞に 3例

を経験したのみである.
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原因 :諸家の報告も我々の例も指掌面からの瞬間的な

外力によって発生している.

解音IJ機構:関節獲を破って掌面に突出した中手骨骨頭

が屈筋腿，虫様筋， t長横籾帯， 線維軟骨板， natatory 

ligament の井桁のなかにtfIl促されるため整復困難とな

の報告例があるといわれるが，その後の我々の調べた範

囲では，報告例をみていない.

以上孜々は 2伊IJの M.P. 関節背側脱臼を経験したの

で，多少の文献的考察を力nえて報告した.

ることはいずれの諸家ものべている. 追加 :豊島 泰(大阪市立大)

部位 :諸家の報告例のごとく， gr~ 2指については報告 私も第 3回子の外科ザ:会で，本症例 2例の手術経験に

例をみるが，第 3，-;r~ 4，第五指については報告を発見 ついてのべましたが， その際， P.1. P.， D.1. P. 関節の

し得なかった.ほかの第 3，4， ::;指の M.P. 関節でも 脱臼は，簡単に非観血的整復l仁成功するとのべてきまし

解剖的に差はあるが， 理論的には起とり得ると思われ たが， その後，D.1. P. 関節の背~IIJ脱臼で，木症例と同

る.主として， tfJ 2指はその機能的独立性，位置的関係 様な解剖学的関係のために整復不能例を終!換しました.

により，外仰を受けやすい状態にあり ， さらに Kaplan 手術所見としましては，深指屈筋胞が停止Lftl近くで縦

ののべるごとく ，その解剖的特性のためボタンホール脱 にさげて， その聞から中節の手niJiが高出していたも の

臼を起こしやすいと考えられる. で，手術によってやっと撃復しましたので追加いたしま

第 5指 M.P.関節脱臼については 1901年 E.M. Ridge す.

18. 手の植皮術の経験

一一特に新鮮外傷に対する 1次的植皮について一一

端野博成 井上昌則

板倉竜三 花岡道治 富永純男

神鋼病院外科

萩原一 輝

神鋼病院整形外科

藤原省三 松本允*

尼鉄病院外科

最近約 3年聞に前腕および手の植皮を 100例経験し 指化 (Phalangization)が 2例である.とれらはほとん

たが，部位では指が多く ，母床別では新鮮創に対する植 ど全局遊離植皮を行なったが，有茎植皮は隣りの指から

皮がそれぞれ約8寄jをしめていた. のもの，腹壁からのものおのおの 1例がある

陳旧例は熱傷による合指症 2例， 指関節のケロイド状 2次的に肉芽創に植皮した 13例は受傷後，日を経て

搬痕 1例， 深部再建手術の前提として 7例，中手骨の母 皮府が壊死におちいり ， 植皮を余儀なくされたもの 6

場 H.Hatano， M. Inoue， R. Itakura， M. I-Ianaoka， 例，受傷直後の遊離植皮が成功せず，再植皮をしたもの

S. Tominaga， K.Ogiwara， S. Fujiwara， T. Matsumoto. 5例， 広範囲の熱傷で全身状態の回復を待って行なった
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もの 2例である.これらの遊離植皮は表皮を用いるのを

?首としているが，肉芽面の清浄で広範な手背の創に，掻

~後 l 日間抗生剤による混布を行ない， 全層遊雛植皮が

成功した例がある.

さて，受傷直後に米院し皮膚欠損を伴うため，即日植

皮を行なった例は表 1-3のごとくで，指に対する値皮

例が圧倒的多数をしめている.

手掌:部では rotallonを応用した l例があるが， 術後

2年4カ月でなお知党の著しい鈍麻が存在し，いわゆる

感党の分離が認められた.

母指は一般に尖端のみの受傷は少なし皮膚，j践とも

に広く欠如したものが大部分をしめ，その全例に胸腹壁

から有茎植皮を行なった.

手背面の指の中節，基節の皮膚欠損は，全層或いは中

間居遊離植皮を行なったが， 24例中 5例は失敗し， 2 

次的に，前述の有茎植皮を行ーなった.この点受傷皮IJ雪欠

表1.

縞皮時期(L;;):床)による分類

新鮮創に対する槌皮

(新鮮品也氏例)

肉芽創l亡対する杭j支

(乙次的.fii'(t定例)

7例

13例

級痕除去深部手術の前提および

機能再建のための植皮

(陳旧植皮例) 11例

( I昭和 33， 7月より 36，5月まで)

t良部への直接植皮でなく， この部は可及的に縫合縮少

し，側方に減張切閣を加えて，この切開部に植皮を行な

うか，または隣りの指からの有茎植皮を行なう方法など

に対して満足しており，液痕も目立たず，屈曲位固定に

よる運動障害も回復していることも，労災保険の障害補

償の見地からも好ましいものと考える.しかし，植皮が

手学:側にまでもおよんだ場合は，知覚異常による不快感

を訴えることが多く，ときに示指では，ネジをしめる，

ボタンをはめるなどの細かい動作には患指を使用せず，

との点，今後は知覚保持のために Littlerの唱える island

flapなどを試みたいと考える.

皮膚欠損が指の全周におよぶときには，体幹部からの

有茎植皮を行なった. 同定中に患者の苦痛の少ない こ

と，発汗などで手術創が汚染されないことを考慮して採

皮部を決定しているが，いずれにしても，皮下脂肪は極

力除去し，また，手背側の場合は，発Eの方向まで考慮

すべき ものと考える.

表 2.手指の新鮮創に対する遊離他皮

(18例 24 手指). 

母 刀て 中 薬
手f旨 指 t旨

全局植皮 | 6 : 3 

3 2 
表皮 l 

表 3. 手，j旨の新鮮創に対する有茎植皮

(58例 60子指).

l 母 | 示 l 中 l薬小
芯皮部位

指 (指指 f旨指
手

学

肩

胸

腹

手

3 ! 2 

2 I 1 

が確実性があると恩われる. 以上我々の経験した 100例の手の植皮について統計

末節の切断，或いは末節の学側，または背側の一面の 的観察とともに諸家の術式を追試し，適応症についてい

みの皮府欠損が，示指以下の 1木の指の場合は，ほとん ささか考察を加えた.

ど同指球からの有2在地皮は行ない，多数指の場合は，遊

離値皮を行なったが，骨の断面に直援植皮をしたもので 質問:高岸直人(広島赤十字病院)

も成功している 1) 外傷により両手切断，またはそれに近い損傷を経

このように，植皮面積の小さいときに体幹から有茎植 験することがある.我々の例は，受傷後4/1寺問自に我々

皮を行なうことは， 術後固定期間中患者に与える苦痛 のところへきたが，すぐ植皮をやる傾向にあるが，後の

や，術後の美容的見地，或いは知党回復の点、からも不利 機能について考えてやるべきである.我々は，中 3本の

と考える. 中手骨を切除してみた.

手掌からの有茎植皮は簡単で成功率も高い方法である 植皮を反対側の tendonだけ残してほとんど皮膚連絡

が，との場合には皮下脂肪を十分つけること，爪根の除 のない指より Krauseとして植え成功したが，受傷後何

去には注意して小部分も残さぬことが必要である.予後 時間たってからでも効果があるかわからない. 演者に経

の調査でも，患者は少しでも指を長く残してくれたこと 験があればお教えねがいたい.
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2) '1出品の損傷のとき， 自ngerlo palm 法についての

べ られたが， contractureの危険があるので，日ingerlo 

finge，法がよいのではないか.

答 :荻原-Jiili(神鋼病院)

1) 孜々の病院で受傷直後に来院する例がほとんどを

しめているので，ご質問のごとき例を経験していない.

2) 医療行為の終了したときに残存していた拘縮も，

術後の調査(植皮後4カ月 -2年半)では拘縮は認めな

かった.

19. 手部癒痕拘縮lζ対する中1m層植皮の成績

難波雄哉 奥村者 橋口剰志*

長崎大学整形外科教室

子部嬢肢がJ縮の治療法として各種の皮膚移植術が適用

されているが，中間層植JJZ術を用いた症例につき，その

成紡を全居植皮~tÏのそれと比較検討してみた.

我々の最近 3年聞における遊離結皮術による手部級痕

拘縮の治療例数は， 50例でそのうで， 中間府組皮によ

るもの，または部分的にこれを使用したものが 23例で

あるが，退院後の患者全例を定期的に精密に検診する こ

とができなかったため，一応 1カ月を単位としてその成

紡を追求し，現在経過および予後を調査し得たものは，

中間層植皮例 16例，全層植皮例 9例で，この中には術

後 6カ月以内のものが中間府例で 2例，全層例で l例含

まれている.成績の判定に当つては，着床成総，術後の

機能状態，知覚の発現時期および外観などを主眼点と し

たが，着床成績判定基準は高岸のそれにより，優，良，

可，不可の 4段階を区別した.おi!友成績は全屑例，中間

層ともに優または良で可は l例もないが，全屑例では 9

例中良が 3例にあるのに対し，中間層例では 16例中 3

例で，着床成絞は中間層例においてややすぐれた成績を

示している.

機能の改善については，運動，知党，皮府の防禦カす

なわち庶抗性などの総合作業能力をもって判定したが， 屈は全層に劣らない効果をもち，むしろ着床成績の優劣

術前における各症例のもつ機能障害の程度がまちまちで が予後を支配する大きな因子となっていることを物語つ

あり，すでに関節そのほかの変化を伴ったものもあるた ている.

め，その成績判定は，我々が個々の症例において手術に すなわち手指では中間層を用いても再拘縮や皮膚抵抗

カに対する不安はまったくないが，着床が優で機能的に

良であった 2例は，中間層がやや薄きにすぎたものと，事 K.Namba， T.Okumura， T. Hashiguchi. 

より迷成可能と考えた水準に改善されたものを優とし，

ほぼその目的を達したものを良，明らかに不十分である

ものを可とした.

成績は表 lのごとく， 中間同例，全居例ともに大差

なく ， いずれの側においても成績良であったものには

着床成績の不良であったものが多く，これはj手めの中間

表1. 全屈が[J支fYIJ.
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千夏 優 2カ月 やや鈍良 6ヵJJ

2 優 俊 3カ月 正常 R 1年

3 優 哲是 lカ月 且'/百 優 8カ月

良 良 3カ月 正常良 I2年

良 3ヵ月 やや鈍 可 '3カ月

俊 俊 3カ月 へ""や畠E i愛 bカ月

優 」込 3カ月 i七 ;主ー 良 3年

佼 優 3ヵ月 Jι 百1 優 3年

良 良 2カ月 やや鈍良 I年
一一 一一



中間厨植皮の成績

1部手掌部にわたって移植された中間屈が手掌部皮h可と

の厚きの相違から縫合が階段状となり ，物を握る際に痛

みを訴えたもの 2症例である.

全層例で良となっているものは着床が不十分であった

部位の娘痕化による痛み，または軽度の再拘絡を起こ し

たものであった.

知覚の検査は逐時的に，客観的に行なわれることが望

ましいが，すでにのぺたごとく各知覚の発現時期につい

ては詳細な検交を行なうことができなかったので，これ

を rJ カ月以後.J r2カ月以後.J r3カ月以後」の 3段

階に分けて行なったが， 表 2のごとく明らかに， 中

間llfI例において知党の出現の速いことを認めた.術後 3

カ月以上を経過したものでは，痛1、占，温冷覚，触覚のい

ずれも値皮片全域に認められるが，中間層例では術後 3

カ月以上を経過したもの 14例中 3例を残していずれも

正常知覚の再生が認められ，全局例では 9例中 3例に

「やや鈍Jを認めた.

外観は色調，凹凸の有無などによって判定したが，移

植部の色素沈着は全例に認められた.厚めの中間庖と全

屑との間に特にその程度の差は認められない.ただし移

植成績の優秀でない部分では凹凸を作り，色素の沈着実

常があって，ここでも着床成績が大きく外観に影響する

ととを認めた.また手掌の l部に中間屈を用いたもので

は辺紙の凹凸と色合いの対象が強く，外見もよくなかっ

た.

考案と結び

中間層植皮術の有用性に関してはすでに幾多の報告が

ある.

癒痕が手等:部におよんでいる場合や，皮下組織の欠除

しているもの，指尖部などではその保護作用，抵抗性を

考慮して有茎皮周移植，または全庖皮膚移植を行なった

が，そのほかの場合では中間層植皮討すによって十分その

目的を達することを得た.

特に手背面では保護作用，下部組織との癒着や，可動

性に対する考慮が少ないので，やや薄めの中間屑でも十

分我々の期待を満足させることができた.

手指の癒痕拘縮の遊離植皮による治療に際しては運動

機能の回復，知党の出現，皮膚の抵抗性の 3者が主たる

問題点であるが，これら機能の回復にもっとも影響の深

い移植片の着床成絞は，むしろ中間屈皮片がすぐれてい

一→

ー---1

____， 

る.

知覚の出現では中間居植皮の知党回復は全層のそれよ

りいくらか早期に認められたが，これは単に時期的なも

ので，術後の機能に特に影響を与えるものではない.
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表 2. 中間府植皮例.

I _.，.，_，_.I_...，_J匁l党のほぼ症例|着床機能のI.NJ>..:.. 現在の 術後
明瞭となっ十 外観番号成績改普 i 知党 年数つ IJh'l'J..¥ ~-S'時期 1 

1 優 俊 Jカ月 l 正常 |優 :1.6年

2 良 良 3カ月 正治 !良 3年

3 優 良 2カ月 正予言 ;良 6カ月

優 優 2ヵ月 正治良 2年

優

良

優

優

可

優

優

優

優

優

良

優

優

良

俊

俊
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ζ
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n
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η
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q
a

1

1

1

1

 

Iカ月 五 ;ji~ 優 3 カ月

I部出現 一部出現l可 1.5ヵ月

2カ月 やや鈍(良 8カ月

2 カ月 正常 |優 2.4年

3 カ月 正常可 2.2年

3カ月

3カ月

3ヵ月

3カ月

i 正常 Ii憂 3年

i正筒 |優 1.5年

l正常 i優 l15年

|正常 l優 3年

l 優 8ヵ月

やや鈍 優 4 ヵ月

やや鈍 俊 6 カ月

aa晶

Fh
υ
rnu

l
-
-

優 良

優 優 I 3カ月

佼 1 優 2ヵ月

皮膚の抵抗性の問題はその部位に応じての中市j層の厚

さを慎重に考慮するならば，十分な成績を期待し得る.

以上，手指綴痕拘縮に対する厚めの中間庖皮膚移植の

成績を我々の症例から検討したが，中間屈移植は適応を

選んで使用すれば，着l未成総，知覚出現の速度において

優秀であり，運動機能回復の点においても全居皮膚移植

術との聞に特に差異を認めなかった.

質問 :鳥山貞宜(日本大学整形)

中間層を採取するときに，厚く取れるとともあり，全

屑をとってもあまり脂肪組織を取りすぎると，中間層に

近くなるのではないか.

答 :奥村脅(長崎大整形)

デノレマトームはブラウン型，またはパーゼット型を用

いている.また外線は実際上着床成績の優劣が影響をお

よほす点が大きい.さらに中間層は性，年令を考慮、して

その厚さを決めている.

質問 :諸宮武文(京都府立医大整形)

中間間の利用は我々も行なっているが，私の方法(全

層移植)との聞に着床成紡の差異がない.中間層移植が

着床成績上特にすぐれているとはいえないと思う.また

色素，発毛の点で少々気になるが，この点植皮片の採取

部が問題である.これについて腔骨下部が手学面の皮府

ともっとも近似しているから応用 してみられてはどう

か. もちろん機能もよい.繁雑さはあるが.
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答 .難波雄哉(長崎大整形) ームが使用できない. 外見上足は露出部であるから，

デル7 トームでとると中間屈のつもりで全開がとれ 特に女性では都合が.'/!;、い. また皮j円切除後に植皮を

る.このことが往々あるが，これはこのまま使用する donorsi teにする必要がある.これらの欠点を考えると，

全信iにこしたことはないのですからこれでよろしい. 皮肉の性質の手IJ/i，があったとしても，これだけでこの部

また~;長部よりの皮)\守採取でありますが， 私はこれを伎 を手の恵皮部として絶対のものとすることはできないか

周しない.その理由は大きな皮片がとれない デ Jレマト らである.

20. 移植皮片の発汗学的研究

田中安人*

熊本大学整形外科教室

移棺1皮片について，移植後の1干腺機能の消長を発汗生

E里学の立場より追究したが，その成績には臨床的にも興

味のある点が少なくないと思われるので，ことに報告す

る.

検究対象は主に肢体不自由児施設である松橋療設図で

移植術を施行された患者のうち，直接検診の機会に恵ま

れた 42例である.これを原因疾患別に分けると火傷綴

表1. 発汗出現までの期間(精神1性領域移組例)，

|知覚
症例 l 年移 植 発汗↑~'!: ~.;;， ll!O! I術 式採前叩
番号 i 令ー部 出現

1 ，- -，- 痛触

:¥1 2 16 女指 Kra…腹郎 56(+) 1鈍 :(ー)

M 3 16 女 11 1/ 大腿 62 (+) 1 11 1鈍

M 8 9 VJ 足量{~ 11 腹部 8カ月(十十)111 1 11 

M 9 I 8 I男 l H M H 15カ月(ー)111 1 11 

M10 7 男手立皮膚筒 11 6カ月 (+)111 I 11 

M13 10 女 11 M 9ヵ月 (+)111 11 

M14 17 児 足腕 Krause大腿 74 (+) 正 11 

M 15 12 女予二五| 11 グ i66 (+) 鈍 11 

M18 I 7 男 11 11 11 178 (+) " 11 

M191 7 男 M 腹部 130 (ー) 11 (ー)

M20 10 男 指 82 (+) 1/ 鈍

M22 8 男手掌 11 大腿 6G (+) 11 11 

M241 7 男 1指 | 肱部 189 (+) 正 11 

本 Y.Tanaka. 

表 2. 発汗出現までの期間(温熱性似或移傾例)

匁1 n 症例年 | 移材 発汗性 1 術 式採前郎
悉号令部 出現

Jiii 触

| い|足内Irb r:-C ，;'T.J IU-; Ur7 !h...J.. 1=1 / I J 
T 41 9 1男 | 1皮府筒|腹部 16カ月 (+)1i，jj 1鈍| ド J 1恨部 Jx.WJ JI'IJ i /lb(.. 01.) IV 

N / J ， ! J: 

T 81 13 男|膝認1Krause!大腿 149 日(+) λ H 

T 91 8男 |膝制 11 1腹部 i61 日(+) 11 11 

TlO: 14 1男 |足背[皮膚筒 11 ，8カ月(+) 11 11 

T 111 10男 ! 手 -I~ i Krau吋 1/ 日日 (+)i11 ベ
T12i 17 1男|大腿中間!呂lM i7カ月(ー)lMIN 

T 13[ 10 男 |下腿皮膚筒 11 2カ月(ー);1/ 11 

11，1 I ~ UO+;:'JV ~L . 
T凶114 i男膝箆 Thier.;大腿 i7カ月(ー)(←) (ー)

T 161 21 1男 |大腿中問題腹部かl日(+)1鈍鈍

T 171 7 I男 !大腿i中間層1 11 1
7カ月(ー)111 1" 

痕 38例，外傷 2例，手術術創 2例となり ，手術術式よ

りみると Krause氏法 19例，皮府筒 16例，中間層 4

例，有柄移植 2例， Thiersch氏法 1{9IJである.移植部

位は手掌および指 20例，子背 S例， そのほかの部位

17例である.

検査方法

発汗刺激は精神性刺激として患者に 20分間の連続暗

算を課し，温熱性刺激としては，患者を 35
0

C_45
0

C の

発汗室に入室させた.汗腺の興奮性を検するためには，

和田の発汗闇値検査法を用いた.すなわちアドレナリン



移植皮片の発汗

mg 
80 

M。 normaJ 
palm 
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。
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図1.

の 10倍逓減稀釈液を皮内に注射し，ア ドレナリ ンの発

汗閥値段度を検し，これにより汗腺の興奮性の強弱を判

定した. 発汗検査方法と しては和田-高垣法， および

Minor法を用い， 定昆検査法は久野法を用いた. 精神

性発汗検査およびアドレナリン局所発汗検査は，温熱性

発汗とまぎれるのを避けるために，夏期lは冷房室内で行

なった.なお，発汗室，冷房室，久野ifll::測定装置はす

べて熊本大学体質医学研究所，生理学衛生学研究部のも

のをもと用した.

検査成績

1) 発汗機能出現までの期間

知覚回復は発J干出現より先行し，発汗出現は厚手の中

間j岳ならびに Krause法では移他ー後 2カ月から 3カ月ぐ
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経過時期

lカ月

2カ月

3ヵ月

3-6月

6カ月 -11下

l年-2年

2年以上

一般健常皮膚 10-6_10-7

mg 

40 

30 

20 
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らいまでの間に，皮j問筒では 6ヵ月以上経過後認められ

た.すなわち厚手の中間層 Krause法が皮膚筒よりも

発汗機能の回復は早い傾向を認めた.しかしながら， iF 
腺を含まないと考えられる Thier配 h法，或いは吊手の

中間胞では発汗機能の回復を認めることができなかった

(表 1，2). 

2) 汗腺の興奮性と精神性および温熱性発，干

前述した和田の発iTI剥値検査法を用いて，i干腺自身の

興裕性を検し， これを術後の経過時期別に現わしたも

の が 表 3である. 表 4はとの発汗が局所刺激による

発汗であるので， かかる局所性の発汗と中枢性動機に

よる精神性発汗， ならびに温熱性発汗との関係を現わ

したものである(表 3，4). これより汗腺のアドレナリ

ンに対する輿密性，すなわち局所的な輿恋性は移結後 l

カ月ごろは元進するが，温熱性，ならびに精神性発汗の

出引を認める時期より低下し，大体 6カ月で正常になる

傾向を認めた すなわち中枢判発汗機能が回復不一ト分な

時J~Jに局所性元進が起こり， ilニ腺と中継との神経連絡が

表 4.il腺の興合性と中枢性発i-F

(精神性，温熱性発汗)• 

中枢性発汗 | アドレナリン関同度 |頻度(%)

(ー) I 10-9_10-8 
: 72 

(:t) I 10-8_10-7 71 

(+) 10-8_10-7 75 

(件) 10-7 -10-6 i 67 



‘-

996-(叫 ) 巻 13・号 13 整形外科 1962年 11月

回復するにしたがって局所性の充進は鎮静する傾向が認 より移植皮片は移植部周囲と同じ発汗機能を獲得し，精

められた. 神性，或いはも包熱性発汗という汗腺機能の質を決定する

3) 2年以上経過せる症例の発汗機能 ものは移紐部位であり，分必神経であることが推察され

移植皮片が採取部の機能を保っか，或いは移植部の機 る.なお，移植皮片の汗昆:についてのべると，一般に移

能を獲得するかということは興味のあることである.移 植皮片の汗量は対称に比し減少しており ，分泌力の旺盛

植後 2年以上経過した症例で，1J昆熱性発汗領域の皮膚を な腹部の皮膚をその弱い手掌， 或いは手背に移植した

同じく温熱性領域に移植した 8例について， Minor氏 症例でも採取部はもとより，移績部周囲よりも減少して

法で観察した.これによると精神性領域に移植した症例 いるのを認めた.これは移植皮片の汗量が採取部の汗腺

は，すべて精神性刺激に反応し，温熱性領域に移植した 数，術式，分泌神経と汗腺との連絡の良否とにJie響され

症例は，温熱性には著明な発汗を認めたが，精神性刺激 るためと，汗腺を支配する分泌神経に部位的に機能上の

に対してはまったく反応を示さなかった. つぎに， こ 差があり ，移植皮片の汗腺が分泌力が移植部を支配して

れらの症例のうち， 比較的広範囲 (20cm
2 以上)に移 いる分泌神経によって決定されるためと考えられる.

植した症例につき， 久野法により汗塁を測定し， 発汗 以上，移植皮片の移植後の汗腺機能の消長を追究し，

経過曲線を作製した(図 1). 精神性領域移植例はほと ア ドレナリンに対する汗腺自身の興奮性と，中区性経路

んど正常なる精神性発汗経過を示しており，温熱性領域 を経た発汗との聞に，相関関係を見出すとともに，移植

移値例も正常なる温熱性発汗経過をたどっている.すな 皮片の汗腺機能が移植部位に左右される結果を得たの

わち移植皮片が移植部周囲と同じ刺激に反応し，その発 で，若干の考察を加えて報告した.

i-f経過もほとんど同じ経過をたどることを認めた.これ

21. ポリオ性麻捧腕手の機能再建

玉置拓夫 黒 川 典男

兼光智 松下明成 森貞近見 渡辺徹・

長崎大整形外科教室 長崎県立整肢療育園

夜、どもの機関，主として整肢療育闘においては，1955 

年より 1961年にわたる 7年聞に，ポリオ起因の麻庫腕

手を有する 37患者に対し， 56手術が施行されている.

その内訳は表のごとく

肩関節固定術 21 

肩関節に対する筋腿移植術 6 

肘関節屈筋形成術 4 

手関節固定術 2 

母指対立形成術 17 

‘ T. Tamaki (助教授)， N. Kurokawa， A. Kanemitsu， 
A. Matsushita， T. Morisada， T.、iVatanabe.

示指外伝形成術

そのほか

2 

37患者の手術時年令は 2- 5才が 4例

6-10才が 14 11 

11-15才が 1511 

16才以上が 4 11 

となっている. 発病から再建手術までの期間は最短 l

年，最長 13年で，平均 7年である.

さて， ポリオによる麻庫腕手は lrwIn らがいうごと

く， 末梢神経損傷によるものとはちがった好ま しい条

件，良好な皮膚組織，正常の知覚，良好な関節可動性な
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どを有する反面，好ましからずる条件，躯幹および他肢 splintを活用し， A.D.L. の遂行に資することで妥協

のハンディ キャ ップ，広汎な麻庫分布ならびに筋力の減 せざるを得なかった.

弱， いわゆる substitutiOJl pattern の確立などをも有 つぎの例は，局所的にはすぐれた結果を得た手関節回

し，これが機能再建手術は，技術的にも，適応決定の上 定術が，不用意にも必菜杖使用患者に行なわれ，かつ固

でもいろいろのむずかしい課題をふくんでいる. 定の範囲が速位機R関節におよんだため松葉杖使用にー

手術的侵襲を加えるに当り ，決定的に重要なのは，患 層不利となった例である.これは後に行なわれた下肢手

者の全体的機能を慎重に考慮すべきことであり ，局所の 術により ，幸いに自力歩行可能となったが，途中の回復

変化， 機能にのみ眼をうばわれではならぬ.たとえ局所 訓練を障害した事実は否めない.

の条件は同じであっても，ある患者に有用な手術が，別 つぎに個別的事項の検討として肩関節固定術にふれる

の患者には逆に泊客でさえあることもある.要するに個 と，jrj関節および腕は効果誌としての手指の効用をたか

々の怠省の A.D.L を評価し， その患者が歩行可能 める具と考えるべきであるから，ここではその術式のい

か， 松~杖使用将か， wheclchai rch ild かどうか患者の欲 かんよりも， 固定肢位が最大の関心事とならねばなら

図 1.

求と潜有能力を卜分査定し，手術による利得と損失を評ー

価したよで利得がまさる場合にはじめて，再建手術は許

容される

たとえば，本例は体幹に両ド!伎の広汎な筋h減弱のほ

カ斗乙，部H目1]の 日ailschoulder，fl ai l e l bo\\' ィコ ~[I]の 日制 I ¥¥'rist 

を有するいわゆる wheelchairch ild である. これに対

し，肩関節固定術や子関節固定術を行なうことは，との

怠者ーから唯一の位置移動の自由を奪い去ることになる.

そこでこの例ではその flailelbow が手指のがJ用を宕(.

〈損じているので，右側は胸鎖乳突筋，左側は大胸筋利

用によるJH屈筋形成術を施行し，あわせて，対立筋形成

術を行なった後， sling による suspens lOnSa pparatus 

図 2.

図 3.
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ぬ.

図 1は当時 5才の男子に対し行なわれた肩関節固定

術のj市5年後の結果を示す.

この例で目立つことは，つよすぎる腕の内旋，腕が体

但IJに十五n:しないことであり ，患者最大の不満，不自由は右

腕がド歪しないため，手をポケッ トに入れられぬことで

ある.これは術者が怠図した外転角より実際の外転角度

がお:しく大となって癒合が生じた典型的失敗例であると

いえる.つまり，体幹軸と上腕との外転度にのみ注意を

寄われ，上腕'胃と肩甲骨との相対的関係に注意が払われ

ておらず，JrJ甲骨と上腕骨との外転角度が大きすぎた結

呆である. これと逆の場合も起こり得るわけで，いずれ

にしろと腕'1'1-ならびに肩甲骨の adductorsの態度がこ

の際大いに関守する とみてよい.内旋については，肘屈

飢刊日万が弱いとき，比較的内旋を大にして癒合を行

なうことは目的にかなっているわけであるが，内旋 45'

をこえると日常勤作，食事，結髪などにおける手指の有

川伯は佐しく低下する.本例はまさにそのような内徒過

!支の例である.

wl中日筋利用による tenoplasty も適応をうまくえらべ

ばあの程度の腕の挙上はらくにできる.僧帽筋健常，前

鉱mi健常で，三角筋に多少とも筋力の残存する場合，固

定術によらずともこの方法で十分目的を達することがあ

る.目、j屈筋形成術についてはわれわれれの経験例は少な

い.これについては本年の日整総会における東大津山ら

の詳細な報告もあるので，我々はことで，肩関節固定に

よりJH屈筋筋力がしばしば改善され，形成術の必要を認

めなくなる症例が決して少くないという点に言及するに

とどめたい.

対立筋形成術については，昨年本会のパネル討議にお

いて，，論議されたところであるが，とくに注目すべきは

、

substitution patternの強固な存在である. 図 2，3は

Bunnell法の結果， 随意的には， きれいなピンチ，ゼ

ロ形成ができるのに， 実際の日常動作では， 長母指伸

筋が主役を演ずる substitutionpatternがいぜんと して

残っていることを示す.ちなみに本例は発病より手術施

行まで約 5年半を経過している. 他方この例は発病後

11年を経過しているにかかわらず substitutionpattern 

なし対立筋形成術の効果がそのまま正しいピンチと し

て日常勤作に生かされている.このことより substitutioll

pattern の確立は発病後の経過年数にのみ依存するとは

恩われぬ.麻庫筋とくに母指固有筋の擢患程度分布が大

いに関与するものと考えられる.

いずれにせよ， substitution pattern の存在と持続は

術後成績を左右するもののひとつとしてつねに念頭にお

くべきであろう.

なお， 上肢における麻庫筋のいわゆる associated 

paraJysisの解明は，予後の判定，再建手術適応の決定，

送力筋の採択上ゆるがせにできぬ問題であるので， 65 

ポリオ上肢につき， C5ム7・8) 中枢を有する 12筋相互の

組合せ C5.6川 )> Th，に中枢を有する 13筋侶互の組合

せをそれぞれっくり， i)双方ともに paralysis，ii)ひ

とつの筋が paralysis，ほかが pares同もしくは正常，

iii)いずれも正常も しくは paresisの 3鮮の度数を算出

し， X2 テス トにより推計学的に筋麻療の朴l関性をしら

ベた.その結果，

三角筋と上腕二頭筋，母指対立筋と短母折外転筋，母

指対立筋と骨問筋は互いにつよい associa ted m lIscJesの

関係にあり，三角筋と短母指外転筋，三角筋と母指対立

筋，手腕三頭筋と母指対立筋，母指対立筋と母指内転筋

が互いに比較的つよい associatedmuscJesの関係にある

ことが判った.
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tendon transfer 榛骨神経j亦樟lと対する

水原貫城

小 林勝 *

高原伸雄

田中二郎

藤原朗

佐藤俊久

22. 

前之国三郎

公文裕

神戸医科大学整形外科教室

術後 6カ月より 8カ月の現在に至る成績は表 1のご

とくである. 腿移行術の成績判定は Zacharyの評価方

式によった. すなわち手関節の背屈は全例において中

間肢位より 20。背屈の機能的肢位が得られるようにな

り，しかも相当程度に抵抗した筋力を有している.手関

節のご主屈は中間肢位よりさらに 35
0

ないし 20。可能で

あり，その筋力はほとんど正常に保たれていることは，

もっとも強力な屈筋胞である尺腕屈筋を泡存したためで

ある.ただ症例4においては胞国定術を併用したために，

中間肢位までもちきたすことができなかった 全指関節

の付l展は全例において子関節の中間11刻立にて，完全伸展

はなお:.15
0

より 20。不十分である. しかし手関節学屈

表1. 腿移行術の成績.

主主|氏| 子関節 い;n行関節11手指 1'<o，.e.1擁力1 -J-IA，I l.lIJ I .y. JlIIAJ AlJl "f- JB  H旨 1t ~ 1

I:' ~ ， _~. ..~，..， __.]'L 回 I ~. ， ，- I_~I曲 I ( )内
グ'，In屈|筋力宮川筋力伸展筋力|外伝筋力["" [似担IJ

1 1 

出 入 1 J 4 
7GCEI (48) 

不完 7
全 1(35) 

yじ全

不完~
全 1 (20) 

50 

14 
(50) 

伊j

iljJ 
浜 v v 

き30I 5 I 20 

)111 

~: ~~ l~ J=20: 4 I -201 3 

図1.腿移行術後.

50 

45 

50 

桟骨神経は解剖学的関係より損傷を受けやすく，教室

における上肢神経損傷統計よりも?i'll位をしめている.

従米これら様骨神経麻疲の手術的療法としては神経剥離

術を主として行なってきたが， jl山;[[孜々 は悦'ft神経腕:療

4伊lに対して， Boycs氏i去にしたがい胞移行Vf.]をぷみ.

一氏、満足すべき結果を得たので報告し，ご批判をこう次

第である.

症例

4症例は左右おのおの 2例ずつ Injeclioll によるも

の 2例，付折による断裂 l伊IJ.Ncurofibrosarcolllによる

もの l例である.胞移行体J前に行なえる治療は主として

手術時の所見にしたがい，神終剥出町中Jまたは神経縫合術

を施行したが，術後 3カ月より l年 3カ月待WJして回復

の徴認められなかったのでi能移行術を採片jした.

桜宇j神経麻疲手に対しては手関節の背屈，指の伸展，

母指の伸展と外転機能の再建が必要であるが，従来この

ような目的で， Perthes， Hass， SlO仇t，Hohmann など

多くのl健移行術式が考案されてきている.1960年 Bo)'es

彼の方法のすぐれた点を発表しているが，我々も彼の方

法を追試した.

手術方法はまず続腕屈筋腿を子関節で切断し，その高

さで長J;t.指外転筋と九」母J旨伸展筋のl践に縫合する.つぎ

に中， Ñ指の{~指屈筋l踏を子関節部でt;JJ断し，前腕屈側

中央の皮切より一応ひき出してから，前腕竹間l伎を通し

て背側に出し，手関節背側で中指の法指屈筋l胞は総指伸

鍛i肢に，蕊iJ旨の浅指屈筋l地は長母指{lll筋l健と固布示指{中

筋腿に縫合する.M後に自ij腕tl1枢 3分の lK機付側に縦

皮切を力11え， Pl回内筋を枚丹附着郎で切断し，これを長

および短続!腕仲筋に縫合する. 仰の縫合は下関節 160。

背屈，掌J旨l刻釘jは約 JuO。学届位に保持するごとき緊張

をもたせせる. ギプス固定 3週後自動運動を開始，術

後2カ月間はギプス副子またはスプ リント を装用せしめ

た.必例 4のみは，円凶内般jの破域のためにH続腕伸筋

舵を校骨に拠出定を行なった.

• S. Maenosono， A. fujiwara， N. Takahara， T. Mizuhara， 

Y. Kimibumi， T. Sat;" J. Tanaka， M. Kobayashi. 

ベ寸
-

4

-551 3 

-301 3 

20: ~ 

35 

20 2 

3 

ーイ
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時にはいす.れも完全伸展可能となる (図 1). イヰ1展カは

筋力テス トではなお不十分である.母指の外転は本法で

はほとんど 50。内外であり ， 日常の gnp の動作には

支障ない.指の屈曲は症例 2においては指関節の拘縮が

残存しているためと，症例 4においては伸展筋!飽の移行

時におけるl縫緊張の過度のためとみられ，不完全であっ

た.移値した筋の機能転換の状況にみるために，筋電図

学的検索を行なった.円回内筋，税腕屈筋，浅指j凶筋い

ずれも移行後の筋電図にてスパイクの出現がみられてい

る.がなおその数は移行前と比して少ない

定例 1，3はやH後すでに 3カ月より，日常生活時にそ

の職業である自動車の運転も可能となり ，原職に復帰し

ている.

考案

焼丹'神経l削車下にお いて は手関節の背屈と，指の伸

展， f手指の外転機能の再建がrI的となるが，そのために

は多くの腿移行術が考'だされているが，多少のJ.::ーはある

にせよ，その一般的な方法としては円回内筋一→長 ・短

校腕伸筋，秘腕hiJ筋一→長・九lf引行外転筋，尺腕JW筋一→

総指伸筋 ・長[:j:j旨{lll筋であり ，長掌筋を子関節の屈筋と

して残している 災際予の機能をみるときには，こぶし

を折ったときには子関節の自動的背屈が起こって把慢を

強め，手関節が中間肢位に，またはわずかに掌胤したと

きには指が伸びて'掌前が開くことが必要であり， n羽i'i1百

が背屈したときには指が完全に伸展するような不自然な

肢位は必裂でない.

日tarr (1922)はすべての手関節の屈筋を使用するこ

とは成績がよくないので，校腕府筋l淀を残すことを主張

している Zachary(1946)はおtfj神経麻療 54例の腿

移行術後の手の機能を検討し， 1，皮の台l'価方式では， 長

隼:筋は手凶節の竿:屈作用はほとんど少なし機能は平均

57%であった. 税腕屈筋を残したものでは下関節は力

強く，中l出版位まで掌屈可能であるために指は完全に近

く伸展し，その機能も平均 9196の良好な結果を得てい

る.

Bo)'es (1960)はもっとも強力な尺腕屈筋を選んでい

るが，彼は円囲内筋を様腕仲筋に移行し，さらに検腕屈

筋を母指外伝筋に移行した場合に生ずる radial devi-

atioJlとのバランスをとるためであるとして， これによ

る手関節の運動納は背榛側より'立尺側への自然運動が可

IJEとなるといっている.指の伸版には泊動距離の大きい

談折屈筋を，しかも子関節屈筋を桟尺骨の周聞に図ら し

て移植するかわりに， 骨閲!伎を通して， その筋の pulI

の方向に真直ぐとなる よう移値した.

指伸展筋力はなお強力ではないが， 手関節の掌屈はで

は完全に掌指関節の伸展は可能であった.なお握力につ

いては健側の 1/3ないし 1/4程度であるが，術商jのそ

れと比較し，さらに手指の運動機能と しては一応良好な

成紡を得る ことができた.

結語

少数例であるが， 税'丹神経麻療に対する Bo，""，のl股

移行体Jを試みたが，従来の法に比し手関節の強力なるJlli

筋を保存し，指の{中J反には浅指屈筋を移植して，手指の

機能を十分に発揮し得た.

なお本論文中の手術法，術後機能状況の一部は映iifJiに

おいて説明した.

質問:鈴木良、ド(悩品医大整形)

M. ext. dig. COII，n，・ の麻停に対して， ;:(¥4f行ω 入l

flex. dig. subli. を用いる Hoyes の方法の経験はない

が， subli・は従米JIJいられた M.flex. carpi. uln. より

もブJ均的jいと考えられる.この点でこの子術を行なって

併の伸JIIZ力が ~~J くて閃ったというような例，またはjミく

使っているうちに，次第に弱化してくるというような例

はないか.

また映画でみると胞移組体Jのときに以血をしておられ

ないようだが，なにか特別の理IHがあるのか.

答:i日之園三政11 (判11戸医大整形)

Flex. carp. ulll は強力であるが Subli. に比して

Excursionの少ないこと，その移縞する際の Verlau(に

多少不合理のため lJandの Exlen削 011 に使われ， 析の

完全仲展にいたらしめない点があると思われます.

つぎの質問については，はじめは止l白帯を用いたが，

ktei，' Incision で schollend に行なえば，必ずしも必要

ではない

質問 :諸僑政政(新潟大学整形)

Flex. dig. sublしを longextensorに lransfelするこ

とには賛成である. しかし Flex.dig. subi. Ivを Ext.

ind. prop・と Ext. poll. long. の 2)慨に同時移行する

ことには反対.その理由は，

1) Tendon transfe， の 5つのJf，(貝リから与え llllC-

grated functionが完成されない.Associatccl Illo¥"ement 

もみられる.

2) Ext. poll. long.と Ext.ind. prop・とは Com-

pertmentが異なる.そとでむしろ Ext.dig・comm.と

Ext， ind， prop. を同時にした方がいいのではないか.

答:前之国三郎 (神戸医大整形)

腿移行術の適応となる時期の判定については，決定的



検骨神経麻1車の鍵移行術 100 i-，日)

な決め手となる検査法はないと思うが，我々は 3カ月以

上待矧し，相|帰宅再生の徴ないものに行なってきた.

つぎに， P}.指外伝筋と岡有示前伸筋をー怖に移植する

ことについては，もっともなご意見と思う.

質問:i_lJ:下総哉(岡大格形外科)

私自身 Bove可法の経験はないが， その利点は，その

ampliludeが大である ことにあると思う.しかし浅指屈

筋艇は決して不必要な拠ではなし指の屈曲にはきわめ

て重大である.促力の減少などについてはどうであろう

カL

会長発言

私の教室でも本法の症例はいまだ少なく， 今後いろい

ろ検討してみたい.

23.榛骨神経麻庫に対する健移行術について

津下健哉 赤沼治 藤井慶祐 河原貞般本

岡山大学整形外科教室

検骨神経麻療は末梢神経麻療のなかでもっとも如度が

高<，昭和 2り， 6月教室開設以来 7~rl:けに我々の外来

を訪れた者は 99名おり ，各極の保存的および予術的政

訟を行なっているが，我々はつぎのような場合，I附移行

術の適応があると考えている.

1) 神経に対する手術を行なって 3-6カ月を経過し

症状が改訴しないか，日常生活に支障をきたす程度の機

能障筈が残っているもの， 2)神経損傷が広範凶な内滅

によるなど和11経修復があまり期待できないもの， 3) 

mixed type の上腕利l経叢麻簿 ・ポリオなどで症状悶定

Extensor 

digitorurn 

Extensor 

pollicis longus 

Rerouted to 

volar side wrist 

COmmUJ11S--

Flexor carpi_ー+

ulnaris 

一_Extcnsor carpi 

radialis brevis 

leres 

図 1.

K. Tsuge (助教授)， O. Akabori， N. Fujii， S. Kawahara. 

-Palmaris longus 
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したもの， 4) :r~済ーに刊羽社会復帰の必要があり ， かつ

神経に対するT術の効果があまり期待できないもの，5) 

麻療を'tじて長期間を終;白し.すでに干Ijl絡に対するT術

の時期を失したiiH0Jなどである.

椀行' :j<ljIH麻療に (.Jする!胞移行術においてl与えEを I~す る

筋は，月、I関節以下で防ミ与されるいわゆる低位麻療では，

s 1[1仲筋と長母指外伝筋であり， fH関節より中依で附古

1962年 11月

される高位麻療では，これに手根仲筋が加わる.動力源

としては手関節回筋，同内円筋および低位麻療ではこれ

に手似仲紡である.Jlit移行にはfiTI々 の術式が行なわれて

いるが，行犯な Ilassの手術は両側手+JU7i筋によって機

能をII}往するもので， 孜々も9例に行なって比般的HJT-

な成総を似ている しかしこの術ェに自体の欠点と して，

1)手関節学日)Jが弱まる，2)手恨イ中筋機能が再え11され

表1.

手関節"l'r開 掌指関節{中庭 1 舟指外転 I -f-]m仲良 |術後 2 カ月
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術直後

Ext. pol. long-タ Pal. long. 
Abd. 'pol. lon-g.， EXl c. r. lo"g・

1. II. 一一歩 Flex.c. uln. 
ill-V Ext. 一一ぅ Flex.c. rad. 
Abd. pol. long.→Ext. c. r. long. 

(一部)

Ext. pol. long.一一ぅ Pal.long 
Abd. pol. long.一一-?Pron. leres 

Ext. pol. long.-ーヲ Pal. long 
(腿走行を変え て)

4 18" F.Xl.ー"Flex.c. uln.， Ext. poJ. 
longー→ Flcx.c. rad. 
Abd. pol. long.一一ぅ Palm.long. 

Exl. dig. COJll.一一ぅ Flex.c.υIn. 
Exl. pol. IOllg.一一ぅ Pal.long. 
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Ext. c. r. long.→Pron. teres， Ext. 
dig. com.一一歩 Flex.c. uln. 
Al)d. poJ. long.一一-?Pal. long. 

Ext. c. uln.一一ぅ Flex.c. uln. 
Ext. c. r. long.→Pron. teres， Ext. 
c. r. brev.一一歩Pal.long. 

I~x t. poJ. brev.→Pal.long: 
R町 dan(~~t. poJ. brev. でも 1 

、l.P. extension可能であっj
た.

11 

!日l凹Ism-)動正常であ り Ext.pol:._. ， 
long.→Pal. iong. を行な l 
っていない /

(+)正常またはほぼ正常

(::1::)日常生活に支障あるも苦痛にならない程度
{ー)不 能
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ていない， 3) したがって手関節を背屈位に保って手指

を屈曲し， grゆ することがむずかしいなどがあげられ

ている.

昭和例年これらの点を改めた Rior山口 のやf]式が発

表されてから，孜々はもっぱらこれを基本として現在ま

で 19例に腿移行術を行なった.

これは凶 1のどとし 1)囲内円筋を続側手似伸筋

に， 2)背側にうつした尺似IJ子恨屈筋を総指{中筋に， 3) 

長掌むJを長[:]:t旨伸筋に移行する.このとき長母指仲筋は

皮下を長時折外転筋の方向に移すことにより，母指の伸

展と同時に外転筋の働きもかねさせる この場介母折外

転筋は!苦情必郎を[，I;J定して pil1chにさいし， ほ備の細

かい勤きを Iザ能にするのでその再往は霊安であるが，

初期jのF術olJはその点必ずしもi高足すべき成綴が得られ

ず，母備が対向位に開く傾向が認められた.とのため大

きいものがつかみにくく，日常生活において母指が物に

ひっかかりやすいなどの訴えがあったので，種々検討の

結果， 長町指仲筋限hが voJarによりすぎて移行された

ためと判明し，以後長母指外転筋の走行にできるだけ近

く移行することによりこの欠点は改善された.

また尺側予根屈筋の背側移行が dista!において行な

われると移行部が屈曲し，著しく機能が減弱するので注

意を変ーする. 孜々は少なくとも前腕中央より proxirnaJ 

で背側に回し，できるだけ屈曲をさけている.との手術

の重要な部分は多く手関節背屈，母指外'I!i位を維持して

行なう必要があるので，消毒したアルミスプリントに綿

花ガーゼを巻いたもので肢位を固定すると固定が確実で

あり，また人子も節約できるので便宜を得ている.

この手術においても，ほかの鍵手術と同様に縫合筋の

緊張度と，手術を atraurnatlc K行なうことが重要であ

る.

Vi~後の成績は表 1 に明らかなどとく，術後 2 カ月未

満の 1olJをのぞき 2-3カ月でいずれも日常生活にほと

んど支障ない程度に回復している.ただ症例 lは創化膿

のためにやや不満足な結果となっているが，これも現在

漸次軽快しつつある. なおこの成績評価については，

運動範囲， 筋力とともに， その巧徴性， さらに手恨伸

筋・母指外伝筋機能に関してはそれぞれ手関節 ・母指の

stabilisatiol1が問題となるため，数量的にあらわすこと

がむずかしく FI常生活にまったく ，或いはほとんど支

院のないものを(+)， やや支障あるも片痛にならない

程度を(:t )，それ以下を(ー)とした.

以上のごとく Riordan 氏術式はすぐれたものである

が，上腕神経護麻i!¥T.ポリオなどでは再建すべき院と，

移行健の選択に十分注i立する必要があり ，またョ仰、にし

て，我々の#1例にはみられなかったが，少数に認められ

る長掌AJi欠前}:例における対策なども今後検討していきた

し、.

質問 :~I'j橋政積(新潟大学整形)

1) T削 dontransferの五つの151則から考えて， excur. 

510nの少ない Wristflexorを longextensorに tral1sfer

することは理怨的と考えられない.

2) Nerve regenerationがうまく行なわれていないと

き，しかも，その回復がある程度同復しきそうなとき，

tral1sferの手術時期をいっとしていられますか.

答 :赤堀治(岡山大学整形)

1. Excursiol1について，

1) F.c.u. でも fuJJ extension が実際に何られる

caseが多い.

2) M. P. active extensIon Iま 自ngergrt p po剖 lion

より手をはなす場合，もっとも必要で，このときは必ず

しも full extensionを要しない.

3) また wristmovement によりある程度 coverで

きる.

以上の理由により， excursion の少ない F.c.u.でも

よいと思う.

2.手術時期については， case by caseで決めるべき

であるが，一応 3-6Mをメルクマールとしている.
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末梢神経損傷の治癒過程について24. 

一一特にその筋電図所見一一

柴藤徹郎*梅沢縫司

名古屋大学整形外科教室

2/3の 40例，ついでギプス，同定包帯などの圧迫によ

るもの 7，注射 7，手術によるもの 4， そのほか 2例

で，このうち医療行為によるものが 17例の多きをしめ

る.

治療は神経剥離術 6，神経縫合術 8，神経移拙術 1と

表 1. b.神経IZ:対する手術例の|可復状況.

術後月数

一
快
快
川
市
治
品
川
変

一
ソ

一
軽
灯
料

金

全

全

不

不

四肢，特に上肢の末梢神経損傷に対する適切な治療の

重要性は改めてことに言及するまでもない.しかし，そ

の手術時期に関しては，自然回復待機説， 早期jJ'三術説な

ど，意見の対立がみられ，その決定は今円においてもな

お，重要かつ困難な問題とされている.一方，末村伸11経

損傷に対する筋宙関の応用は，近Il.'y特にその不要性が認

められているが，主主々も昭和 33年以米約 3年間に扱っ

た 60名の定型的な阿肢のぷ梢相11終損ft5患者に筋1U図検

査を行ない，その治癒過程の把提の-D)Jとしたので，症

例の概観とともにその成績の概~を報告する . 3ヵ月

6 ヵ月

I年 lカ月

l年 11 ヵ月

2年

2年

神
終

吉JJ
再生
術

(6例)

表1. a. 神経に対する手術例における受傷

後， 手術までの経過期間と回復状況との

関係.

8ヵ月計

'
i

。ι

“。&り
ι

“。
4

9

0

。，“
3
1

治|軽

軽快 2全治 3計

4カ月

5カ月

9ヵ月

9 ヵ月

9カ月

l年 2 カ月

l年 4ヵ月

l年。カ月

終快 5

一
変

変

快

変

快

不

一

小

料

不

粍

H

術後月数

神
経

縫
メ、
口

術

(8例)

1

1

2

1
 

2 

1 

10 日

1カ月 -2カ月

2カ月 -3カ月

3カ月 -4カ月

5ヵ月 -6 カ月

6カ月-1年

I年-2年

3年

一一忌 3 

2 

症例の概観

性別は，男子 44例，

2.7::>倍である.

年令は 20才代が 23例でもっとも多く， ついで 10

才代の 21例， 30才代の 7{0Jなどで，最低 l才，最高

60才である.

権患肢は上肢 45，下肢 15と上肢に多く， 催忠利l経

は，榛骨神経が最多で 17，ついで尺骨 12， 勝骨 12，

正中 11，上腕神経叢 10などの順である.

受傷原因は，骨折，打撲， 切創， 挫創などの外傷が

不変 3計

術後月数神終
移仙術

( 1伊U)

男子は女子の女子 16例で，

不変 11 カ月

神経自体に対する手術が 15例，ほかに腿移植I'113，関

節固定術 lと合計 19例に対して観血的療法を施行，ほ

かは主として理学的療法を行なった.

回復状況は，全治 11， 経過観察中のものも含めて症

状の軽快みをたもの 22，受傷後 2年以上を経過する もホ K.Umezawa， T. Shido. 

」
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表 2. 5正傷および子術後期間別筋電図所見(筋数).

10 日120 日11カ刀12 カ月 13 カ月14 カ月 IS カ月!6カ月 1午 (l午6カ刀 "午 l3年| 毛 I

I I I I I I I I I 計
! ー以上 川

20日iカ月 2 カ月 3 ヵJJ1カ月 5 カ月 0 カ月 l年 l年6カ月 2年 3 "1・

2 1 9 12 11 9 7 28 

10 I 3 I 34 52 44 44 33 121 

症状不変のもの 8例で，ほかは現在終過観察中および予

後の謂11'不能のものである.

神経!こ対する手術例の回復状況を術後日数とともに示

すと，表 1aの通りであり， また受{おより手術までの

11数と回復状況との関係は，表 Iの bのごとくであ

るーすなわち，神経縫合術よりも剥蹴術の方がやや好成

総をおさめているが，これは神経損傷の状態にも|刻係す

るものであるう.また，剥離術においては術後 3カ月に

して同復の徴候がみられるが，縫合術では 6カ月以ヒ経

過しないと回復がみられない. なお，受傷後判明に下術

を行なったものほど良好な結果がみられた.

末梢制改Hn傷時には， その回復状況によって 自briト

受傷および手術
後日数

延検:J'j例数

J正検ff.筋数

Fihrillation v. 
( +;の筋

FibrillatJ()!1 v. 

(-)の筋

Elcctrical 
弓ileflccの筋

I可ormalNMU v. 

のlU現してい る筋

Lυw amplitucle 
)¥'.1 U '.. の 5
出現している筋 I 
('0川 plex:¥MUv. n 
の山嶺している筋 I V I 

l{eillllervatIon v. " 

の出現 している筋 I V I 

20 24 

10 H 28 

9 2 16 

。 3 

12 

。

筋電図所見

latioll vvl!age， low amplitucle N:¥1U voltage， complcx 

NMU voltage， re川 nervalIOn、。Itagrなど極々の筋宿区!

被j彩がみられる.孜々も受傷後経過 11数最短 14 日から

段以 16年にわたる 60自主例l乙 l固ない し数回，代言1延

べ 107回，459のJH;1l事筋に対して鍛j屯図検査を行ない，

各椅波形の発現;凶伎を検討した.その結果は，筋数で示

せば，表 2のご とくである.

このうちまず予後の早期判定に色:倭な関係を有するも

のとして重視されている，自brillationvoltageとelcctri.

cal出 lence との時間的推移を被検筋数からの百分率で示

すと 図 lのごとくで， electrical silcnice がほぼ全経

過にわたって観察されるのに対して， 自brillation 1101. 

14 

30 

14 

2 

9 

14 

11 

tage の出現開始は受傷後 1カ月以後であり， 1ないし

3カ月後が最高で，1年以後は著減或いはほぼ消失して

し、る.

っき.に予後との関係を知るために全症例を， 1)経過

良好群と， 2)経過不良目下と， 3)経過観察中および調査

不能貯の 31洋に大別し， 1)， 2)におげる 品川i1latioll

voltageと electricalsilenceの発現率の倣移をみると，

図 2のごとく ， 経過良好群では 7カ月までは electrical

silenceと 日bri11atio!1 voltageがほぼ平行してみられる

が 7カ月以後は electricalsilence は汗I珂に減少し，

fibrillation voltageもやや遅れて着明な減少をみせてい

る. これに対して，経過不良併では，elenriul si1ellce 

J 2 

5 J 

7

q
 

O

5
 

l

t

 

nn

，-
内ぺ
υ

2 

12 

。
23 

12 19 p
i

nkυ
 

0

5
 

1
1

今
、
u

n，ん九
日

《

H
Vqo 

。
32 26 102 48 12 23 

12 35 8 126 9 

45 8 10 1 J 27 29 

16 30 。 2 2 100 11 

10 15 118 42 

6 25 8 13 I 99 6 20 8 

J 

=ニこここ」一一
2年 3年

受1話後月主主

図 1.全症例 elcctricalsilence， fibrillation voltage 

出現頻度
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経過不良群 cleclricalsilcncc， fibrillation voltage出
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6ヵ)j 1年 2年
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全症例 110rl11alN~1U voltage， rcinncrvation v()h :l ~e 
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頻

度

官
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6カ月 1年 2年 3年

受傷後月数

全症例 compJexNMU voJtag， e Jow amplitude NMU 

voJtage 出現頻度.

Complex. 頻

度

用い， 特l乙 jasper らがfill経再火;西己())1il:Uj())倣i以と与え

る自briIlation voltagcの減少ないし消失にj主目したが，

神経再支配以前の fibrillationvoltage のtI¥現ヰ'は比較

的低く ， また 白brillationvoltageが経過とともに減少

するのと平行して electricalsilence も減少した すな

わち， ~JI;床的には筋のすべての部分を針 ~!1 ~mで検査する

ことができないという子技上の欠陥と桐まって fibri卜

lation voltage の消長を目標として神経|守支配を早期lに

診断することは，Golseth らもいうよう にほとんど不可

能であった.

神経再支配の最初の徴候は随意収縮による rnotorunit 

voltageの発現であり ， 一般に cornplexNMU voltage 

が長初に出現するといわれているが，我々は低按怖で単

純な波形の lowall1plitude ¥'MU yoltage を早期jに多

数観察し，これらの発現を神経再支配の長初の徴伐と考

えた.

質問:諸橋政積 (新潟大学整形)

図 3.

はほぼ全経過にわたってみられるが， f，brillation voltage 

は9カ刀以後は， 3年以上の l例を除いてはまったくみ

られない.

神経再支配がおこってくると， 随怠収縮による放屯が

みられるようになる.諸家によれば，この時期の放屯は

多相性で複雑な波形の cornplexNMU yoltage である

というが，我々の経験では， cOll1plex NMU voltage と

ともに 3相性以内の単純な波形で 0.5mv 以下の低振幅

を示す lowall1plitude NMU yoltage が相当多数に，

しかも比較的回復初期にみられた.との両波形の出現率

の推移を比較するに， 図 2にみ られるように，lowam-

plitude NMU voltageは比較的早期に多く， 1~年以後は

著明に減少している.

さらに治癒過程が進むと， normal NMU voltage お

よび reinnervationvoltageが出現するようになる 両

者の出現率も図 3に示す通りである.

考按

末梢神経損傷の治癒過程の犯短の一助として筋這図を
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私たちは 品brillation をもっと早く(受傷)0-14 日

後)その消失をもっと長くまで認めている.

つぎに lowamp の出現前に，もっと低い baceline 

disturbanceという， ¥'oluntary dischargeをみることが

多いが，これについて演者は，立見がありませんか.

答:梅沢主主司(名大医学郎整形)

1. Fibrillation voltage の出現開始の時期について

は，我々の症例は 1カ月以内の症例が少なく ，しかもそ

の症例が neurapraxia と思われる不全馬i!l1'であったの

で，正確な時期については明言できない.

2. ネ;演題が「治ß~過程」であり ， その点について追

求したため， 損傷部位の決定に対する筋屯~Iの役'51Jにつ

いては触れなかったが，音li位決定上に有用なことはもち

ろんである.

3. Rase.line disturbanceについては特にj白求検討;:):

行なわなかった.

25. 上肢における末伯仲経損傷

小 谷勉 豊島泰 松田英雄 吉中正好*

大阪市立大学整形外科教室

わが教室における過去 10年ti¥Jω上i伎の末梢神経煩傷

に対する手術例は 66人， 78神経であり， これらの症

例のうち 2L人，24 1'111終について知党検査 (Hislamin，

Adrcnalill注射による紬案反射， r.'10ゆb冗)CI引rgの picki，吋.up

e剖ts引t，P戸re町CI山S引10山叩nト.5附e白11叩 rη)'gnp刊)， 運動検査(1主手筋力テス

ト，筋電閃，屯気刺激による問値の決定)， 交感神経検

針(河inL¥'ζIrin， ヨー ド澱粉による発汗テスト)を行な

ったが， 今凶は才、?に麻嫁 ~fßの有li索反射と先行術後のJC;

汗と立体感，刺!索反射の出現と Tinclの徴候， 勾Jj;~麻

昂i;';iiの分析などについてのべたい.

検査方法

1) Histamin ならびに Adrcnalilltest直径 0.5cm

のr:rJtを作るように 1000倍 Histaminを皮内注射す

れば，出:桜的には注射部周囲の壬細血管を拡張し，間援

(f'.!には車IJ索反射により小動脈を拡駁する.充血を認める

ものを(+)，しカミらざるものを(ー)とした.

Adrenalin (市販 0.1% Bosmin)も， 0.5cm 径の丘

疹を作るよう皮内注射すると， 1)丘疹部は赤くなるが，

2)丘疹の周囲に蒼白部を生じ，3)蒼白部のさらに長外

側に充血がみられる.この 1)，2)， 3)ともにそなえる

ものを(+)，1)のみか， 1)と 2)のみのものを(ー)

本 T. Kotani (教授)， Y. Toyoshima， S. Matsuda， 
M. Yoshinaka. 

表 1. 縫合術後の惜の)EiFと立体感の出現.

制作14-5175H12KIng!な::;;H42
VIIII正 1 + 1 + ー 1 - 1 + I -

XlJl I中 I + I + I + I + 一 件

VIX 神 I + I + I 一 I - + 件

xv l経 I _ I - I一 I - I件 一

とした.

これらの検査によって軸索反射と efTectorcellの感

受性が，lmlべられる.

2) Picking-up test 

E. Moberg (1958)にならって picking-uptestを，

正中神経 ・尺行予Ilt.:t損傷骨ilJ/!C.行ない，健側と比較し，同

時にその立体党の有無をも調べた.

3) Precision-sensory gri p 

E. M. obcrg (1958) の"己;1まにしたがい， 正確さを姿

する日7古車jJ作(ひもを結ぶ，ボタンをはめる，箸を使う

など)をなしうるか否かを観察した.

4) 発汗テス ト

前腕，手背，手掌に対しては， ヨー ド澱粉法を用い，

指に対しては Oden& j-Iofstenの Ninhydrin 法を用

いた.これらの検査の成績をのべ少しく考察を行?なって
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みたい cylinder の存在のために生ずるといわれているが， 縫

考案 織学的には確認されていたい Hendersonは Tinelの

1.指の発汗と立体覚について 徴候の末梢側への量的増強は，再生神経線維の数の増加

表 lに示すごとく ，発汗のない指には立体党はなし を示すといっているが，知覚神経線維が末的側の運動神

発汗が同復しでも立体党はある例とない例との 2通りの 経鞘中を進むこともあると考えられている. そこで戎

所見が認められた.立休:t'tの出現は，術後 6年のものに 我は知党神経線維の再生度の示標である軸索反射の出現

認められた. と， Tinel の徴侯のぷ相'1側への量的J曽強との関連性に

Mobcrg は立体iIの消失はJ{jilの消失に伴なわれる 注目したのである. なお今後 Tin，コlの徴候による知党

とのぺ，発汗の回復は立体党の回復に先行するといって 神経線維の再生i単位工と軌案反射の出引に要する11与問とを

いるが， Stromberg (1961)は Mobergの Picking-up 比較検討していきたいと思っている.

tcst， Ninhydrin法を用いて， 立体覚の消火している例 4.知覚鈍麻部の分析

のうち，発iI二の{j'i失は伴なうととも伴なわないこともあ ぷ 3に示した症例は縫fT術後の調査例である. うち

るとのべあおり，孜々と同じく発行と立体党との平行関 l例は対照としてクーレンカンプ麻酔後のもので，これ

係合否定している. なお Stromberg は正常な感覚に回 は発汗がないにもかかわらず脅h索反射は11¥現し Aclre-

復するには，少なくとも成人 3年，小人 1-2年を要す nalinに対する errectorccllの感受性は;，c逃していた.

といっている このような到象は縫合例には認められなかった. )~if. 

表 2. 神終絞イ下t11後の i地決反射出現と 表 3. 知党鈍麻;刊の分析

Tinじlの徴候.

'" Jod 他会!λ射 Tinel .，~ 
出l例柿下手 鈍麻手術l戊tft

発汗 の徴似
!lJis I AcIr 1 

能
/¥¥ ノ 1+1 .，円d + + + 良好

神皿
経 + + + く 1 + I 良品f

¥111 + + + く 1+1 良 好

XIII d + I + + く +1 やや良好
中

1+1 やや良好+ 〉

経 l

2.軸索反射の出現について

神経縫合術後，軸索反射の出現のもっとも早い例は，

表 2の症例 3の 37才の男子，上腕下 1/3部の検骨神

経縫合術後 8カ月の例に軸索反射の出現と，発汗の回復

が認められた.神経縫合術後，軸索反射の出現を認めな

かったものはつぎの例であった.

1) 神経の長さにもよるが，術後経過が 8カ月以内の

もの， 2)受傷から手術までの経過が 7カ月以上のもの，

3)神経の綴痕部切除量の不十分と考えられるものであ

った.

3. 軸索反射と Tinelの徴候

神経縫合術後 8カ月以上を経過したもの 5{7JJのうち 1

{7JJを除き， 軸索反射の出現と Tinelの徴候の末梢側へ

の量的増強との一致を観察した. これらの手術成績は

表 2に示すごとく良好みやや良好 2であった.

Tinelの徴候は， Sunderlandによれば， young axis-

f.:rrecLor ccll 5e iT-， 納栄反射
| の感叉性

s 恒例数

有

無

↑ l 

+ 正 i

l ↓ [ 

| ↑ |  

一 | 正

l ↓ 

↑ 

+ 正

↓ 

↑ 

丑ミ

↓ 

※ クーレンカンプ麻酔例.

2 

2 

1(※) 

3 

軸索反射の出現伊jは術後 8カ月以上を経過したものであ

り，術後 7カ月以下のもの大部分はこのいずれもが出現

しなかった.

Aclrenalinは交感神経線維の末端である e汀'ectorcell 

に作用して，その周囲の血管を収縮させるが，その作用

範囲により神経縫合後の e汀'ecLorcell の過敏性が調べ

られる.それとともに，蒼白部の周囲に充血がみられる

が，それは Histamin同様の知覚神経を有する紬索反射

によるものと考えられる. というのは， クーレンカン

プ，腰椎麻酔の例では，llistamin， Aclrenalin テストの
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j司縁の充血は世J!常部に行なった場合と変化はないが，

1% !鼠酸プロカインを等量を加えてテス トを行なえば，

丘疹の周囲に蒼白を生ずるが，そのさらに辺縁に充血は

出現しない.このように Adrenarin テストには 3種郊

の異なった反応形式が観察された.麻?車部においては，

注射部の色調および蒼白部の形は，正常とは異なった反

応であることに気づいた.

これらの反応は I-lislaminテスト同線主i傷部位の決定

すなわち roolavulsiollか， 或いはそれよりぷ約部にお

ける損傷かをきめるにも大きな診断的価値をもっ.

さらに efl'ectorcell の過敏性についてのべれば， 古

くから節前・節後線維を切れば， 白11ttfll終の c百ector

cell は Adrenalin，Noradrenalin に対してiti敏性を増

すことが知られている.我々はこれらの術後の変化を調

べ，予後の決定に資したいと考えたが，おのおのの時期

の過敏性は一定した結果を得なかった 我々の使用した

方法が不適当であったとも考えられ，との点、に関しては

今後の研究にまちたい.

以上我々がのべてきた検査方法は， 下のfili経幻傷の

際， ちeddonによる分頒~ Jlturapraxla， axonOlme"'l~ と

ncurOlrneSJSの対策の決定にはただちには資しがたいが，

遠隔成績のより確実な，より客観的な判定には役立つも

のと思っている.

文献 1) Sunderland， S.: Arcb. neurol. & Psycbiat.， 58， 

1， 1947， 2) Field， J.: J-Jandbook of Physiology， Scc. 
1， 993， 1960. 3) 竹友: 日本外科全書，9巻，金原出

版，1955. 4) Moberg， E.: J. Bone Joint Sung.， 40-8， 

454， 1958. 5) Strolllberg. W. B: J. Bone Joint Surg.， 
43-A， 717， 1961. 

質問:諸橋政積(新潟大整形)

私たちのi¥illhrd1川 lcstでは回復過程中の山凶ry

recavery との関係をみると，H Y paeslhsie の段階はlE的

関係は認められない.この問題についてなにか示唆を与

えるデータはありませんか.

答:必且l英雄(大阪市大盤形)

ドinhydrin 法は指尖を検査する方法ですから健側と

の比較が必要なので， この世n側の指尖に Histamill， 

Adrcnalin を注射することが法応されて行なっていな

L、-

手学，手背より proxirna 1にはヨ ード澱粉法で発irを

テストしているが， この発汗の回復の量と axonreflex 

の発現とのl河係は，縫合部から遠位の検査部のは皮膚ま

での距離にもよるが， 8カ月までの聞に比例的な関係は

認められない.もっとも早い例が 8カ月にいたってはじ

めて発汗， axon reflex ともに認めた 8カ月J去にl等手

術の決意をすることは時期がおそいのであるから， 最後

にものべたように，この方法の限界はあると思う.
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26. 手の機能障宮例における“trickmovement" 

の観察と検討

渡辺好博 内 山 淳 宮本晋行*

新潟大学整形外科教室

手の外科においては一般に治療に重点がおかれ，診断

についてはとくにとりあげられる機会が少ないように思

われる.ところが治療に昌子してから診断の不適確さを

反省させられる機会を多く終験するにしたがい，あらた

めて l診断のをti性と，同H寺にそれが必ずしも容易でない

ことを州感している.今且lは般j(.tll絡機能の診断に際して

特に"呉られやすい問題について，経験例をあげながら検

討してみたい.

症例

症例 1:手関節部学函の切点11例である. 1， 2， 3 YU掌

似IJの知党脱出が認められ， この所以から判断するかぎ

表1.

発現メカニズム

1)神経の破絡 i 

2)神経の二重支配 | 

3)鮎康なfl!ill}Ji訪の作用 1 

4)括抗筋の収縮後の弛緩 l

5)重力の作斤j

6) -ILl1b5淀の他動的伸展

7)隣接指の相対運動

8)隣接指による他動運動

~II終学的名作

Anolllalous inncrvalion 

DlIal illl】ervatlon

SlI pplelllentary movemenl 

トrickmovernenl 

jcomsatm  

movement 

り，正中神経完全断裂が考えられた，しかし母指対立運

動は正常で母指球の萎縮も認められない.この一見互い

に矛盾する両所見は，

1) 対立筋が尺骨神経支配を受けているか，

2) 対 \~j・筋が正中 尺骨両神経の 2重支配を受けてい

るカミ，

3) 正中神経の運動線維が損傷をまぬがれているか，

のいずれかにより合理的に説明されよう.そこでまず第

Iの想定を確かめるため，尺'円判l経をブロックしたとこ

ろ，対立運動は完全に不能となった.本例は anomalous 

innervetionが原因で診断に際しー比矛盾を生じた l例

* Y. Watanabe， J. Uchiyama， ?". ~tj~'amoto. 

であった.なお，正中神経の完全断裂は手術11寺確認され

た.

症例 2・陳旧性上腕'門内果部陸傷例である .1，.)伊j

の知:\'.t鈍麻， 骨-問筋の萎縮および 2 - .:; 析の開I~j，!!!助の

障害が認められ，尺'円相11経の高度な障害が考えられた.

しかし母指の内転運動はほぼ正常で Fromenl の似侠陰

性であった.このー凡互いに矛盾する両Jvr凡は，

1) 付指内転筋が正中神経支配を受けているか，

2) f手指内転筋が正中 ・尺伺両(.111経の 2重支配を受け

ているか，

3) 尺骨神経の内'I!i;n応への運動線維が損傷をまぬがれ

ているか，

のいずれかにより合理的に説明されよう. まずお lの想

定をE在かめるため正中(.111経をブロックしたが.内伝AJjの

筋力は、I'j，主したにすぎなかった.そこでさらに尺'f'1'fill絡

のブロックを追加したところ，内転筋の筋力はほぼ完全

にそう失した/ドタIJは dllalinnervationが1点凶でJi.f:断

に際し，一見矛盾を生じた l例であった.

症例 3:子関節1f1S1}:面の切創例である.手関節より末

梢な而の知~'!脱出と向指球 ・ 小f行球および骨間紛の æ朝日

が認められ，正中 ・尺骨両相11経完全断裂が考えられた

しかし指の開閉運動は可能であった.さらに注Xli来く続

察すると，指開排時には総括仲筋|院はうさ上がり， ¥1. P. 

関節の泊伸展が認められた.指閉鎖叫にはうき上がりは

消失し， ""1. P. 関節の終度屈曲が認められた.そこで総

指仲筋の作用を除去する目的で M.P. 関節を伸展位に

保持したところ，開閉辿'動は不能となった.ゆえに木例

は総指仲筋と指厄i筋の機能により，主illJ)筋の機能が残一年

しているようにみえ，診断に際し一見矛盾を生じた l例

であった.

症例 4.上腕部切創後続骨神経の高度麻f剖11'.状を呈し

たfiE例である 手関節の背屈のみはー凡可能にみえた.

校骨神経支配のより上位の筋肉も，下位の筋肉も完全麻

疲を呈しているにかかわらず，手根伸筋のみが不全l床療

を呈するとは考えにくいように
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く観察すると，背屈.@劫は堂屈迎1iJJに引き続いて行なわ 指への収数が可能にみえた. しかしげ細!C観察すると，

れていることがやJった そこで予関節を学屈できないよ 手の小指以外の郎分が小指に収放することが認められ

うにして背屈運動を行なわせたところ，まったく不能と た.本例は他部位の相対的運動が忠指の山'!i)J運動とみあ

なった.本例は，措抗筋の収縮・弛緩による運動が麻路 やまられ，診断に際し一見ヂ!百を生じた lタIJであった

筋の能動迩動とみあやまられたために，診断に際しー凡 症例 8.中折必節掌側に切日1)があり，同貯の各|対節辺

オj円を生じた l例であった ifi)Jを*1'Utすると l.P.関節迎助ができず屈筋l腿断裂が

症例 5:上腕部切創後続1'J・1'111経の高度l麻搾1，日そを呈し 想定された症例である. しかし自動的に完全に短りこぶ

た症例である.子関節の背回運動のみは一見'iJiiちにみえ しを作ることができた ーμ l.P. 関節の屈均は可能に

た.前症例と同じ理111から，手似イltj切のみが不全耳石油を みえたが，仔細に観察すると，捉りこぶしを作る際すば

呈するとは考えにくいように思われたそこで注意深く やく隣長指をかけることがわかった.すなわち本例は，

観察すると，手関節の背聞は上腕を外反して7・背面lを下 隣桜折による他動運動が主i似折の自動運動とみあやまれ

に向けながら行なっていた.そこで毛力を除くために水 たために，診断に際し一見矛市を生じた 1例であった.

平位で背屈運動を行なわせたところ，不能であった.本 以上経験例を例示して筋神経機能の診断に際して，一

例は重力による他動運動が自動運動のようにみえ，診断 見みあやまられやすいと思われる現象を検討した. そ

に際し一見必Ji'iを生じた 1例であった. れらの発現メカニズムを総ナ目すると表 lにあげたよう

症例 6:七腕部に注射を受け桟什~IJ経不全j削車症状を になる. これに神経学的名林をあてはめれば， 1)は

呈した定例である. ;¥1. P 関節の伸展は一見可能にみえ anoJllalo'.s innervatioll， 2)は dualinnervation， 3)は

た.しかし注窓深〈観察すると， M.P. 関節の伸展と同 supplementary OIovement， 4)，5)，6)は trickmoveme川

時に子関節を掌屈することが1リる.そこで手関節をI&J定 といわれる これに対し 7)，8)は特に神経学的名称は

したところ， M.P. 関節の伸展は不能となった.ゆえに 与えられていないが， “COm pensatory ll10vement・とい

木例は，隣援関節における拾抗筋の収縮により麻庫筋が ってよかろう.またとれらは prilllemover (主動筋)の

他動的に伸展され，麻涼筋の能動運動とみあやまられ， 機能によらない辺助現象でil:，るにもかかわらず prlllle

診断に際し一見矛盾を生じた l例であった moverのそれとみあやまられやすいので， 広義の lrick

症例 7: Rest posilion で小憎の尺屈が著明な症例で movemcntといってよかろう.手の機能検査に際しては

第 3掌側骨間筋の形成不全が想定された.一見小指の環 これに十分な注意を払うことが必要と考えられる.
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27. 頭部脊椎骨軟骨椛の手指機能

釦]海寛治 小野村敏信本

京都大学整形外科教室

矧部内HHH次'j'j-j訂仁おける fJ旨の機能障害は患者にと

って大きな:悠Ji'であり ，治療上，診断上重要な症状であ

る.

脊髄症状を主する里n部脊椎'l'J"1次宵症 70例のうち，手

指1'(.運動障害，知党異常，シビレ感.筋萎縮，悲痛など

なんらかの症状を認めたものは 61例である.

子f行に運動防苫のあるものは ;)5例で，少数の経症例

では，中指， J3;!j旨，小指のみに附害を認めたが，大多数

の症例では全指に障害があった.このうち指の仲展防告

がもっとも多く，また顕dな羽二状であるが，多くのj，ヒ例

ではこれと同時に対向運動，桜指，日目指も障'占されてい

る.指のイrl'展はギコPチなく，絞肢となり，症状の進行し

ているものでは完全な伸!震が不 iザ能で，本症に特釘な子

表1. 手折述動防'，Jj'，

F市'，.lc運動 例 数

イ中 展 29 

対向 27 

接指 23 

開 指 23 

府l 曲 J 5 

氾I依不詳 17 

f行運動状態を呈するのでこの症状は本症の診断七主要な

ものの一つである.

flt展障害は指によってある程度の差異があることが多

く，この際中指， 環指， 小折に障害が強い傾向がみら

れ， 主た左， 右の指に幾分か程度の差がある ことが多

し、.

検査に際して患者に両手の指を迅速に屈伸させると，

軽微な障害も比較的容易に発見することができる.

これに対し指の屈曲障害は少なし屈曲障害のみが単

独に認められた症例はない. 屈曲障害は麻療が進行し

て，指の全運動が障害されている重症にのみみられてい

る. 握力は運動障害の外見から想像するよりも，意外に

よく保たれているものが多<，25 kg以下に減弱してい

るものは全症例の1/3であった(表 1)， 

本症患者の主J況が下肢では運動隙害が圧倒的に多いの

に反し，子情では運動停筈が比較的少ないのは，指の屈

rluが後までよく保たれているため，多少の伸展障筈があ

っても日常生活K..x ll，'~が少ないことも一つの理由と考え

られる(表 2)，

指の運動障害は釦をはめる， 箸をも1!う， 紙幣をt;rえ

る，つ?を紘一ぶなどの巧微運動の防害として訴えられる.

木症の手折運動防'吉は主に指岡千f小紋j都の保高性麻療に

表 2， ~ti部干Hft骨軟骨 j，i? 忠 .f1 のt:訴.

上肢

下肢

35例

辺:動障'tz

23 

53 

知覚異常

33 

25 

14例

1伊ij 2 i列

車 K， Tsurumi， T，Onomura. 図 L 手の知覚障害の範囲.
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よるものと考えられるが，麻療が進行すれば指の運動に ため，手指機能に影簿するととろが大きく ，手指の運動'

関係する全筋群に種々な程度の麻療が出現し，高度麻療 器官としての機能と，感覚器としての機能が同時，かっ

例では指は伸展位をとったままで完全麻療におちいって 広範囲に障害されるところに本症の子指機能障害の大き

いるものもある. な意義と特徴がある.

手指に知党.'T~常を認めたものは る2 例で， 触， 痛， (J昆 本症の手の必状は尺'月神経領域に初発し， またこ こに

度覚の鈍麻，脱失が認められた. 障害の強いものが多いが，その霊長推における病変は大多

知覚障害の範囲別頻度は図 1のごとくで，症状の進 数の症例で C4，C5， C6 の部にあり，尺骨神経の脊髄中

行しているものでは全指，子全体に一段な知覚鈍麻をみ 枢，尺'丹神経構成神経根より高位にあるわけである.す

ることが多いが，比較的軽度のものでは尺側の1三指に障 なわち初発症状，或いは障害高度な部位の症状は，直接

害の強いものが多く ，榛側手指に高度な障害をみること 圧迫されている脊髄髄節，神経根からの症状ではないわ

は椅である.また症例の半数では指の先端にゆくほど降 けである.*症における手の症状は，下肢症状と間段圧

害が強くなっている. 迫部以下に出現する脊髄性麻療の部分症状であると考え

知党鈍麻のために手さぐりで物をとることができな られ，本症の手指症状の複雑多絞性も これに由来するも

い， もっているものがいつの間にか落ちるという訴えは のと思われる . 実際に手の神経学的所見から推定した~j

しばしば聞くととろで，手の知覚障害は運動降答以上に 椎病変の高位と，手術により確認した翌日椎病変部位とは

苦痛であるという症例が少なくない. 合致しない.手の症状から頚推病変の高位を診断するこ

本症における手指の知覚障宮は広範囲におよんでいる とは困難である.

28. 慶大整形外科最近 15{I三|切における

Kienboeck病

亦 坂 劾 二 郎 *

ffi!町、必塾大学整形外科教室

Kienboeck病は，いわゆる骨端炎性疾:llに属するもの

とされ，'H'成長のほぼ終了した-UJ年男女の手の機能に障

害をきたすという点で特徴があり，手の外科的にも決し

て等閑規できない疾患である.

'*1、は昭和 21年から 15年間に慶大整形外科で診療し

た本疾患、患者について，最長 15年から最短 6カ月 にわ

たる治療成績を，臨床的ならびにX線学的に調査したの

で，その結果を報告する.

調査成績

調査対象は 132例， 132子で両側怪患例はない.男

女比は 77:55で男性に多く ，左右比は 47:85で右に

事 K.Akasaka. 

多い. 催患年令は， jlえ低 15才より最高 42才に&.ぶ

が， 10才代後こ1"から 20才代前半のものが大多数を占

める.年今分布には男交差はない.男女，各年令胞を通

じ， 子関節を酷使すると思われる職種のものが多い.

主訴は，ほとんどが手根部痛で，全体の 6分の lは，

運動痛のみを訴えている.初診時に，全例に手綾部の脹

脹，運動障害，月状'庁に一致した圧痛，硬結を認めた.

運動痛，運動障害は，等:屈時にやや強いようである.手

指の運動には障害はない.

初診時のX線像を，月状骨の骨梁の不規則化， 陰影の

濃淡不規則， 形態の縮小圧平などにより， 骨変化のない

もの，軽度のもの，中等度のもの，高度のものの 4R干に
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分主煩員したが，骨変化の程度と，手関節機能降:古写の程度と につき臨床的， x線学的lにζJ諸手細なJ記己，1依衣をわ行一なつてカか主らそ

11)1間悶lに℃は，砂別Jli確産な平行関{係系はない. また，障二官Eのj免E現か の名をもつて[呼呼ばれ，0印sgoo吋d-Schla川lt凶C引rW病句 pれ〉、)er町rth山 1病丙

らX線検t査tまでのH時寺悶と， 1何3変化の程[皮j交zとの関係は， fJ' とともにいわゆる'i'j端災性疾患のうちでも， fJ常比校的

変化のない 14例中， 10例は経過 6カ月以下なのに対 多いものである 十J'k;M;廷に関する興味の一つは，その本

し，十j変化目度のもの 45例中 40例が 6カ月以上の経 態ないしは先生機松にあり， 本疾忠においても， 外傷

過をへていることから，骨変化の発引， J並行には相当長 説，以発性'I'J抜98，礼子恨部骨1mのもI佐川町，休賀県常

~~JlilJ企 34することが推測される.しかし，両首11目に段階 などの仇ぬがある.しかし，本態に関する興味を離れて

的中日凶関係をμ出すことはできない. も，--1，1¥忠はそのj止4i.tの免生.進千Jが不*JlJl1Jであり ，~~ 

治療は骨変化のない 1-1例には， 全例に保存的被法を 表 2 治政成総(骨変化経皮および

旅行した.すなわち，安静を命じて放置したもの 8例 q1等皮のもの). 

ギブス|川定 l例，可IJ子刷定 2例， ，'JIJ特皮質ホノレモンの局 」

J9r注射と安，'(jiのDI用 3ザIJである. 1判定例には，その後7

yサージなどの3"I!学療法を併用 している.この群の治療

!点あliは，成札凋ft時に刀状骨に~[予皮，ないし中等!交の変

化を示した五例を含む 13例が健で， 1例が《である.

'l'1変化怪皮のもの 45例および l炉等伎のものお例に

は，以(7-(I'Ji.日れまのほかに 23例に甘穿孔法を行なった.

表 1 治療成績(骨変化なきもの).

-- ____ I~党結

---......______ 優良可不可
i'i守{京--..........__ー

t:. 静 8 

11\11 子回~

ギプス I，'，j定

II¥IJ ~'Df皮質ホノレモン

1 I I 計 14 I 13 

治療I点結は，ほぽ 3分の 2にあたる 48例が優で， 12 

タIJが良， 13例が可である. 不可のものはない・'，'J変化

軽伎のものと.中等度のものの聞には，治療成績の差は

さほど北明でなく，保存的療法に終始した例と，月穿孔

訟を行なったものの聞にも，成績に大きな差はない.骨

変化高度のもの 45例には， 上記の治療法に加え骨移

組，摘出を行なったものがあるが，この君干の治療成絞は

非常に感く，優のものは 2例，良 5例にすぎず，可は

21例，不可 17OlJである. ことに'11"移植，摘出を行な

ったものの成績の悪いのが目をひく .

月状骨のX線像は，各群を通じて改善されたものは非

常に少なしまた臨床症状には無関係である.

一方，月状骨変化の程度とはまったく無関係に，症状

発現から加療までの経過期間と，治療成絞との関係をみ

ると，両者間には明らかな相関関係はない.

考按

Kienboeck病は Kienboeck が 1910年にその 16例

二子〈土 千世 .Q "J 不 "J

安静 31 23 4 

両IJ子同定 7 4' 2 

ギプス聞広 2 。
骨穿孔 19 13 2' 4 

副1寺山i'lホノレモン 8 5 l 2 

胃'11イL+ホノレモン 3 2 

旬~イL+7 '/サ ージ I 。
7ッサージ 2 。

73 48 12 13 

表 3.治療成績 (骨変化高度のもの).
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MIJ子回定

ギプス|司i-E

骨穿孔

骨 移 植

青 tl~ 出

副作皮質ホノレモン

骨穿孔+ホノレモン

45 2 5 21 17 

床{象と X線像が必ずしも一致せず，治療効果も区々であ

るなど，ほかの'丹端炎性疾患とは，性格の異なることが

感じられ，その佼される部分の小ささに似ず，我々を悩

ますことの多いものである.

我々は前述のごとく，骨変化の若明ならざる例には保

存的療法を旨 とし， 骨変化， 主主痛の程度に応じ， 骨穿

孔，行移値などの手術的療法を行なってきたが，そのい

す.れも本疾忠治療の上に決め手といえるほどの効果を収

めるには至っていない.調査成績で明らかな通り，治療



特?を性長母f旨(中筋健断裂症例 1015-( 59 ) 

法の選択は，臨床的にもX線学的にも本疾患の予後に決

定的な影響をおよぼすものとは考えられず，治療法の適

応よりも，できるだけ早期に治療を開始することが重要

であると恩われる.すなわち， ) J状骨陰影のごく 4雫微な

変化もかL泌すことなく，また X線(主に変化がなくとも，

臨床倣が本15<忠を思わせるときには，ただちに子関節を

安的に保ち，f:!{痛に対する処置を講ずべきである また

骨変化の雨皮な例に対しでも，丹移jji[，摘出などの当該

部に対する大きな侵辺は，治療成績からみて，決して良

策ではない.これらの不成績は，軟部組織にIJ状丹変化

の l凶寸ニがあり，軟部組織の広範，高度のj'fi戚が本疾患

を悪化せしめる i閃となる可能性を示唆するものではな

いかと忠われる. 旬変化高度の例で症状をZ正解するに

は，主!と々の経験した例数はいまだあまり多くないが，副

腎皮質ホノレモンの効果が期待できるものと思われる.

結語

夜、は，~大整形外科長i丘 15 年間における Kiellbocck 

病について調査した結果，とくに治療効浪についてのぺ

た.

追加 :烏山貞宜(日大整形)

月状骨軟化症では， 1Jではなく軟部の変化も考えなけ

れば説明できない例にぶつかる.

追加:内山 淳(新潟大整形)

(Jli'itのごち、見にi'tT児.ただ月状'目的出後 16-18年経

過例でit，関節にかなり"奇l立な変化があるのに，比絞的

良好な可動性を妓した症例がありましたので迫加しま

す.

質問 ・佐!漆32て(東大銭形)

骨端炎の初l切にX線 k変化が認められない時J引がある

ことはdJ;[解できるが，件変化を起こさずに治ったという

場合に li官!与iミに Kiωbock 病と診断したtN拠があれば

承りたい.

答 :赤坂効二郎(慶大整形)

私たちはX写真上に変化を認めなくとも，月状fi部に

一致した腫脹，圧痛，伺膜11巴j'tなどの臨床症状から木疾

患の診断を下すととがあります. しかし，初診lI!jにみな

かった骨変化も経過観察とともに発現し，骨変化をみて

治療をはじめた例よりも，良好な治療成績を収めてお り

ます.

29. 廿|植え作業時にみられた特発性

長 時指伸 j前提断裂î.l~例

反井正成 大峡克夫

弘前大学整形外科教主

成田英三郎 瀬 尾友 二

市立西北中央病院整形外科

掘中重見*

市立黒石病院整形外科

1.緒 言 観血的治療を行ない，機能の改善を得たので報告する.

私たちは最近田植え作業時に特発的に発生した長母指

仲筋舵の断裂をきたした 7症例を経験し，その 4症例に

2.症例

症例 1: 40 才のI~夫，既往歴と して数年前より ν 毎

年田植え作業時に右手の挺鞘炎をくり返していたが，本

年 5月 30日，苗取りをしているときに右手関節の運動. 1¥1. Hujii， K.δhazama， E. Narita， Y. Sco， S. Horinaka. 
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痛を認め， その後腫脹と熱感を生じ，2-3日後に右母

指の{中展が不能であるのに気つ'き叶科を訪れた.

初診時の局所所見は，右母指末節の自動的伸展はまっ

たく不能であるが，そのほかの母備機能は正常であり ，

また，EE高官，熱!ぷ，腫脹などは若l児でない.

筋屯図所見では， M.ext・poll. long. は収納I時にス

パイク noと振幅の減少が若切であった.

手術所見 . 長母指伸筋腿は完全に断裂し，末的断裂~;M

は背側手級制if帯の末梢部に，中枢端は筋腿移行部と，そ

の聞の離聞が省明であった. 断端縫合不能のため， 約

4cIIlの長等;筋l縫を用いて，移地卜11を行なった. 術後強

俊二の背校屈，付指過{申展位でギプス固定を行なった.

病型組織学的所見 :細胞以iWJはほとんどみられない

が，毛細管の拡~Liと結合織の噌勉があり，硝子係当主性，

出1m，さらにm液1mに Fibrillの脱出がみられる.

十I:I後経過 :M~後 4 週間で制浴， 自動運動を IJI~始し，五

週間で他動的運動をはじめて，現在母指機能は正常に回

復した.

症例 2: 51才の良夫

忍!病)怪:約 10年前から毎年団組えの際，右手関節部

のw.痛を党えたが，作業後は 4--5日の安，'if'で疹痛は緩

解していた.今年も箇とり作業を行なったところ，例年

と変りなく熔痛が現われたが欣置していたところ，右母

!旨が屈曲し，仲展不能となったので当科を訪れた・

和j診H寺局所所見 .背側予恨初者?より約 l横指人前'1で長

ぽ折{中筋腿の走行に一致して，ほぽ索状の腫紹を認める

がLI~揃，発亦， 熱!感はない 1i母指末節はj沼山1立をと

り，仲良;は不能である.

手術所見 ;長母指仲筋艇は下11']の短権側手根伸筋艇と

の交叉部において， 細長い網状の調~痕組織で上下計jljが連

絡され，下屈の短挨側手根付i筋!鍵は，この索状線狼であ

たかも主主食したように長さ約 lcmの幅で部分的断裂を

起こ していた. ここで患:r，.~乞苗取り作業時の五五五1)を行な

わせると，長母J旨{中筋l健とこれに連絡する索状綴渡は笥:

張に固定され，その下層の短検側子桜伸筋肱tが手の運動

とともに移動し， あたかも 2本の交叉した紐がすれ合

い，その結果断裂したものと考えられた.ここで搬痕組

織を切除，断端を新鮮化し， Bunnell氏法にしたがい端

々縫合を行なった・

病理組織学的所見 :)挺に相当する stralTes Bindege-

webe の一部に線維の膨化した部分がみられ，小血管周

囲に円形細胞I')潤がみられる.

術後経過 :約 3週間母指過伸展位にて前腕よりギプス

包帯を行ない， 現在経過良好にして後療法中である.

例症 3: 26才の民夫

現病歴 :本年 5月 24 日，首取り作業rt，苦の止とを薬

で束ねるため，左母指を屈曲した際，突然左手関節悦側

に針で点IJされたようなf幻lÎíを感じ ， 同時に1i~j:指を到Jか

すことができなくなった.それ以来， 1，:iJ部に熱感と1引長

を認め，整骨医にて品'J子I，'J定をうけたが，改善の兆がな

いので当科を訪れた.

初診11寺局所所見 ;左母指指関節は屈曲1立で長l重1)的f'I11必

は不能である. I~H行開俳は可能であるが， その際ほJäは

:主側に偏した.

手術11寺局所所見 :背側子似靭得;未打!の高さで幾分絞犯

されたような，怪l支の出血のある断裂泌{立端を，さらに

!日j腕代側で子関節より 4 横指中枢側に絞~Liされたような

形状を呈し，周囲の組織と凶く総省していた近(¥!T.I;II)を58

見した.

そこで断端を新鮮化して pullOlll iよーで端々 縫f?を行

なった.

病理組織学的所見.切除した部分の組織倣は結合織に

ほぼ膨化した部分があり，一部jl1液l伐と忠われる組級と

軽度の円形細胞以潤を認め，特に出血，急性を忠わせる

組織{象は認められなかった.

術後経過 .術後4週間付指伸展位でギプス品1定をjiな

い，その後温浴，自他動運動により母指の五五動は改註さ

れた.

症例 4:28才の);;J_夫

現病歴:本年 5.FJ29日，苗取り作業中，右ω備にプ

スリッとした感じをうけてから右母指の併f展障害?をきた

した.

IiJ診時局所所見:;(ï母指指関節は r~IIj})的伸展は不能で

あるが，長!手指{中筋)出に沿う腫脹，圧焔は著明でなかっ

た.

手術所見 :長母指仲筋が総指伸筋の下に入る部Il'L1乙近

位端，とれより 3cm 末梢側に遠f"fL封jljがあり ， 同リ断端

とも椴痕化して脆弱であった・これも同織に健縫合を行

なった.

術後経過 :約 3週間冨IJ子固定を し，後療法により機能

は回復した.

症例 5:44才の);;J_夫

症例 6: 50才のぬ夫

症例 7: 59 才の)~夫の 3 例はいずれも 10 数年前よ

り腿粉炎に催患しており，今年も苗取りをはじめてから

4-5日で長母指仲筋隙の断裂をきたし， 来院した症例

であるが，残念ながら患者の同意を得られず，手術的に

確認できなかったが，臨床症状より前述同線典型的な症
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伊jであった・ るが，さ らに病因と して， 背側手板靭帯部でのIDrの屈曲

考按 が強 し この部でのくり返す外傷が考えられたが，特に

一般に本症の発生原因として， COllwellは慢性炎症， 興味深く思われたのは，笛取りという特異な肢位，すな

腫蕩， 動脈硬化などの病的変化， 直俊または間援の外 わち，苗をとる際には，長母指伸筋!縫が収納緊張し， こ

傷，老化現象，波労現象さらに生理的或いは職業的素因 の緊張した腿の下で， 下層の短椀側手根伸筋胞が手関節

などをもって説明している そのほか，桟'丹逮{i'r.端骨折 の背脱届運動とともに，上層の腿をすり合わすように移

後の過乗IJ'円化形成のために，長母指伸筋l従がI手指の運動 動するものである.これがために長母指伸筋腿の交叉部

とともに磨滅されて起こった例も多く報告されている. 位が，短縫側手根{中筋腿によって磨滅し，ついには断裂

夜、たちの症例のうち，手術所見で鍵断裂を認めたもの することが判った.これはまったく 苗取り作業という特

をもととして， その発生機構を考えてみると，全症例が 殊な手の運動に関連したものである.

数年ないし 10数年前より m年i陸翰炎をくり返 してお 結語

り， その結果として， ，踏の慢性炎症による変性を起こ 私たちは苗取り作業時における長l:):j削中筋鍵断裂 7症

し， 同一肢位では長時聞にわたる反覆運動によるifJjの疲 例を経験し， その発生機転に特見な点を見出したので，

労現象などが誘因となって本症を発生したことが，まず 若干の考察を加え報告した.

第 lに考えられ，とれらは組織学的所見からも考えられ ど指導，ご校閲をたまわった恩師京野教授に深謝する.

30. 自家移植健と陪l囲組織

一- MilliporeMicroweb膜の価値一一

佐 藤孝三 鈴木勝己 白須倣夫 山 内裕雄

李完圭 南条文昭 杉浦 Ui彦 阿部紡*

東京大学整形外科教室

序論 切除し， IJI]後面を逆にして， ただちに 4-0ナイロン糸

日ごろ，自由に癒着をコントローノレできたらとねがつ でパ才、ノレ法によ り移植した.この移槌腕!を中心にして長

ている. 今般， 米国， Milliopre Filler Corpor. jJ誌の

T"'¥¥'P型，Pore Size 0.45ん かさ 100μの Millipore

:-"1 icroweb肢を入手できた. との肢はナイロ ンの細い糸

の格子に，セノレローズ膜を重ね合せた白い膜で細胞を通

さずに組織液は通す特性をもっている.そうであるかど

うか，そして生体に刺激が少なくて臨床的に応用できる

かと考えて，今回の動物実験を行なった.

方法

成熟家兎の右後肢の足底筋鍵を健全長の中央で 3cm

• K.Sat8 (助教綬)，K. Suzuki， T. Sirosu， Y. Yamauchi， 

K.Ri， F.N剖リム Y. Sugiura， S. Abe. 

さ 5cm， 幅 1.5 cm の膜で腿鞘のよ うに包み， ナイロ

ン糸で閉じた. 術後ギプス固定を行ない， 1週後， 2週

後， 4選後に腹部大動脈から鉛丹を主にした造影剤を注

入 した上で屠殺した. 36羽を膜の種子兵によって， ミリ

ポア膜， 4/1000 mm群厚さのポリエチレン股群， 膜な

し群の 3群分け， 肉眼的， ソフテ ックスによる anglO・

graphicな， さらに組織学的な検索を行なった.

肉眼的，angiographic な所見

ミリポア膜群では， 1週後に強い腫脹があり母床腿端

の光沢がへり，移植艇も同様で白色を呈する.一部では

移植拠への血管侵入を認める.この血管侵入は 2週後か
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ら著明となる・まだ縫合部ははっきりわかる. 4週で腫

脹少なくなり，母床腿端はほぼ正常にかえるが，移値Jru!

は光沢がややおとる.縫合部は不鮮明になる.肢の周囲

は薄い結合組織肢で包んでいるが，とれはミリポア肢か

ら容易にiJdj阿佐できる し， ミリポア肢は移植健から容易に

剥離できる.

ポリエチレン膜群では， 1週後に腫脹強く ， f~t.J/I，: j総端

は光沢減じH音い灰色を呈するがlfu行は存する 移NO院は

光沢悪く汚い灰色を示し， 1(11trの侵入は認めがたく， 4 

週後もこの所見に変りがない.縫合部はいつまでもはっ

きりわかる.しかし周聞および!腿とはまったく災質的で

親和しない.癒着は完全に妨げられている・

朕なし群では l週後にfj<n脹が軽く現われるだけで，母

床腿端の変化は少し移植!躍だけが光沢を減じて白色と

なる. 2週で縫令部も不鮮明となり，移柏!陀は色も光沢

もほぼ正常にもどる.周囲と腿とは密に癒着している.

組織学的所見

ミリポア)民t'l'の母床腿端部では周凶組織は l，2週後

に軽い腫阪をぷし，朕に接して自主好球が現われ，異物巨

細胞が宣liflこイょする・ この巨細胞は 4週後にも変らな

い.わずかに細胞浸潤を認め，線維化は漸増するが軽度

である. J政とははっきり区別できて，腿との癒着は防が

れている.阪t線維京の乱れは;~に少なく，縫合部は幾分

膨大し， 2週まではわずかに変性を示すが， こ の こ ろ

から修復過程が進み，4週で強力な線維性の癒合が起こ

る.全般的に血管増生が著しく，細胞浸潤と線維化が軽

度である.

移柏胤I部では，周囲組織の変化は前述の通りだが腿端

部で脱線維束のi5Lれが少し強く ，幼若鍵細胞の出現が少

し遅れて 4週ごろか ら認められる.政s表而の結合組織の

線維化は母床舵より少ない.

ポリエチレンJJ史Irtでは母床腿部の周凶組織の腫脹は前

群と問機である. しかし自友好球はあっても見物巨納胞は

ほとんどない.::1，:1リjtJ:細胞浸潤と軽度の線維化を示し，

肢とは完全に剥離している・腿線維点の乱れが強く， r血

管も線維化も少ないが細胞浸潤がお:1りjで縫合部の膨大も

なくはっきりと変性している.経時的にも修復過程のj並

行は認められない.

移材l匝ßì"i~では，経l時的に移植限nの変性が強まるだけで，

ほかはliijXsの通りである.

朕なしn干では母床Jru!部の周聞組織の腫脹はもっとも少

なく， 8細胞，酸好球はなく，細胞w閣は中等度に存し

線維化はもっとも著しい.取liとは密に癒着している.胞

線利bUも乱れが強く，線維化も著明で細胞反測も'11てす皮

に存した. 2週ごろから幼若な腿細胞が出現してくる.

血行も中等度に増生し縫伶部は紡錘状に膨大し，変性像

は1週後に軽くあるだけで修復過程は，もっとも早くは

じまり 4週で腿組織による連絡が認められる 移楠際部

の変化も同様である

結語

ポリエチレン校野では巨細胞はないが細胞没潤が，{;'明

であり ，完全に包まれた移植鍵は変性してしまう. 膜な

し群では巨細胞はもちろんないが細胞以潤が中等度に存

して線維化はもっとも著しかった.しかるにミリポア股

群では異物巨細胞の出現が著明であっても細胞浸潤がも

っとも少なく，線維化も軽く修復過程も11英なし群とほと

んど差がない.癒着も一応防がれている・このことは臨

床的にも応用価値のあることを示している.



31.手の臆損傷の治療成績

1019-( 63 ) 

中城忠孝 大谷純司 島村禎二*

和歌山医科大学整形外科教室

表1. 遊離膝移植術および健拶向術の症例.

氏名 年令 4立 健断裂 創の権類
手術まで

手術法 後療法 |観察期間 成績
の期間 の期間

新 O 右示指 切創 3カ月 逸脱腿移植 3カ月 3 f下6ヵ月 艮

回 O 3 平 右示指 切創 3週 " 2ヵ月 2 '1':6カ月 優

小 O 36 合 左小指 他創 I カ年 グ 6カ月 2 カ年 l 以
向 。

1 1: I : 

左中借 切創 2カ月 グ 3カ月 I 1カ年 よL

0 野 右耳~Î旨 切創 1カ月
~ 

3ヵ月 l年カ
f~; 

中 院移n'，j術 自主

o i甫 19 合 右小指 j坐創 2カ月 遊離拠移植 8ヵ月 8ヵ月 十支

必 0 3 合 右刀、指 切定IJ 1カ月 1 
グ

6ヵ月 6カ月 俊
中 居室移向術 l 俊

わが教宅過去 11年間の手の外傷は 629例でl路損傷

は 72 {Y~ ， 11.5% にあたる. このうち治療を行なった

ものは伸筋股 26例，29 J比屈筋血n16例，18 J腿，計

42 .ß'~ . 47 J健である・ 治療成績は Kellyの判定基準を

参考にした. イ中筋舵弘1傷 26例， 29腿の調査期聞は最

長 10年，J員短 6カ月である.受傷部位別による成総で

は malletfinger，手関節の成絞はほかの部位に比して悪

かった. しかし伸筋腿損傷の l次縫合の成績が良好なる

ことは諸家の報告と同様で，優 14槌，良 10腿， 可 5

1胞である.可と判定されたなかには，受傷後 10年を経

た D，l.P.および P，l.P.の不良肢位強直に対して関節

固定術を行なった 2腿が含まれている.ほかの 3健は骨

ぺ
寸
バ
イ
ペ

症例

ー-1

2 

3 

6 

-a 

筋|段の移向体jを行なった.

この調査期間は長長 3年 6カ月，最短 6カ月である.

その成績は優 6阪n， 良 3腿で可と判定されたものはな

い 良と判定された 3鍵は，いずれも遊離限移植を行な

った症例で， うち 1 肢~は 36 才男子で受傷後 i 年を経て

おり他動的にも若i列な運動制限を残していた症例であ

り，ほかの 2腿は 3才と5才の幼児で後療法に全面的な

協力が得られなかった症例である.受傷より手術までの

期間をみる と昭和 31年以降のうち俊と判定された 6縫

はすべて 2カ月以内に手術をうけ，良 3健のうち I艇は

l年以上の陳旧例である.

つぎに症例についてのぺる.

折を伴ったものおよび高令者の症例である Mallet 症例

finger 11 J胞の治療成絞では， 陳旧例および裂離骨折を 症例 3:小O例，36才，男子，初診 34，1， 10日.

伴った 4 思~に対し手術を行ない， 優 3 J躍で，このなかに 約 I年前左小指を機械にはさまれ，法深両屈筋!舵を断裂

は2カ月を経た陳旧例に lselin法を施行した l健があ した. 手術方法は長芋:筋j健を近位端で Bunnell法縫合

り， 絹糸縫合の I舵には良と判定された.保存的療法を し restingpositionで腿緊張を調節し， 遠位端を pull

行なった 6院中，良は 4腿で佼はわずかに 1腿にすぎな out法で縫合した・ 術後 2年の現在指尖掌距離は 2cm

い. で良と判定された.

屈筋鍵損傷は 16例， 18 Ilmで， これらの成績をみる 症例 5:0野例，17才，男子， 初診 35，5， 19日.

と昭和 30年以前の 9例 9腿に対する治療法は腿縫合 切創を受け来院す.左示指は深指屈筋腿のみの断裂で

7腿，広筋膜移植，腿剥離術を施行したおのおの 1鍵で あり，中指は浅指，深指屈筋挺ともに断裂し， 環指およ

いずれも惑い成績を示した. び小指は浅指屈筋挺のみ断裂していた.環指および小指

昭和 31年以降は長掌筋鍵の遊離移植術および浅指屈 は深指屈筋艇は鎚在で，pinchは可能であり，日常生活

・T. :Kakashiro， S.Olani， T. Shimamura. に不便を感じないため治療を加えなかった. 受傷 1カ月
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遊離縫移値術をまず末給部で縫若し，

適当な緊張を得させて後 Pulvcrtaft法

で中躯部を縫合し，中指に対して.5';Ij旨

の浅指屈筋健移向術を行なった. 6カ

月後の現在その成績は優である.木例

も阪~移向術を行なった中指の 1) . 1. P. 

は4程度伸展障害を残すが， 日常なんら

不自由はない.

考 案

術前，中指 ・浅深指屈筋腿断裂， 術後，中J行 長掌筋腿遊離移値術. 屈筋腿指傷でI昭和 30年までに来院

した症例では，そのすべて成絡が思い

のは癒着の問題から当然といえる.夜

々は昭和 31年以降の屈筋!地損傷に遊

離腿移植術および健移向術を行ないそ

の成績は良好であった.遊離際移梢術

を行なう場合，中枢部，末梢部のいず

れを先に縫合するかについては定泌が

ない.我々は 7陵中 3胞にまず【111W取

を端々縫合し， しかる後に I凶 llllg

posilionにて末節指丹に縫析するブ!jt去

を用いたが， いずれも D.1. Pのや111&

防'2Y-をきたした.この;志味から，;.t附

部を先に縫着し， 適当な緊似を1)11え

示fE:深1t1屈筋腿断裂. 示指 :示指浅指屈筋腿移l何術.

図 1.症例 5.

一ーーー画、

術的，示111:t~深指屈筋腿断裂，

r[]j旨:浅深m屈筋匝n断裂.

術後，示指:長学筋陵遊離移掴術，

中指:環指浅t旨屈筋腿移向術.

図 2.症例 7.

後，示指には同じ指の浅指屈筋縫移向術を，中指には長

主筋舵の遊離移植術で， 末梢をまず縫若し適当な緊張を

ねさせて後に Pulvertaft 法 で中枢部を縫合したがいず

れも成紡は優である.由主移向術を行なった示指は怪度の

D.1. P. の伸展障害を残したが， 屈曲力が遊離腿移植を

行なった示指よりも強い.

症例 7:松O例，3才，男児，初診36，4， 1日.

左手学に切創をうけ来院す. 示指，中指の浅J行，深指

屈筋阪II断裂があり ， 1カ月後示指に対しては長乍筋腿の

て，rjl枢部を PulvertafTt訟で縫冷し

た方が好結果を得た.特に子供で長学筋腿の細い場介に

便利と恩われる 17才と 3才の症例には浅指屈筋l姥移

肉体jを施行したが，間島らのいうごとく ，その成絞は良

好で優と判定された. これを遊離陵移植術と比較する

に，早期に運動が良好になること，屈曲力の強いなどの

利点があり ， 幼児では長掌筋Jru!の細いこと ， 特に中 有〈吉~

で縫合の困難なことよ り， 浅指屈筋鍵の移[ilJ術は用いる

べき方法と考えられる.
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32.陳旧|生屈筋鍵断裂に対する遊離臆移植術の成績

丸 毛英 二 室田景久 平 尾尚徳 志村幸男*

東京慈恵会医科大学整形外科教室

βunnellのいわゆる Noman's land 内での屈筋健損

傷に対する遊離l縫移植術については， すでに Boyes，

Pulverlafl， Van't 1-lof，田島， 宮本， 佐藤， 津下らの

報告がある. 昭和 32年以来， 我々が行なってきた本

手術例のうち今回調査した 18例につきその成績をのぺ

る.

調査しえたものは，男子 13例， 女子 5例で，母指 6

例，示指 7例，中指 4例，小指 l例，計 18例である.

年令は最低 3才，最高 47才で 20才代のものがもっと

も多数である.また受傷より手術までの期間は，最短 1

カ月， 最長 3年 8カ月，平均 l年 5カ月であるが， 6カ

月以内のものが多数である. 初診時の状態は soyesの

分類にしたがってわけた(表 1). すなわち， 皮病や欽

表1. 初診時の分類 (Bayesによる).

________ 1行 ))1)

分話------------

I E E V I計

Cood 3 

Ilill縫合 3 

感染
Cicatrix 

拠出t合
+ 2 

感染

つぎに， 我々の採用 した手術手投についてのべる.

移植艇は全例に長掌筋腿を使用し，母指では末節から前

腕下部まで，また 2-5指では末節から虫織筋起始部ま

でを置換した. 長掌筋i院の採取には 5字状皮切を加え，

院をパラテノンとともに採取する法を 15例に行ない，

ほかの 3{yIJでは，手関節のやや中広部と長芋筋の筋胞移

行部の高さに小桃皮切を加え，鍵を引き抜|く法を用い

た. また移植艇の末村')は sUIlllellの pu11oul法で末

節句・JJ;底部に同定し，中紋の縫合は絹糸でいわゆる U縫

合を行なった.この際 2-五指では虫政筋筋JI!lで縫令部

をおおうととはいうまでもない.移植JYillの緊張度の調整

は手閃節基本肢位で指の各関節が中等皮屈曲位をとるこ

とを目標として行なった. つぎに拠鞘の処置について

表 2. 指別成紡.

成絞|
l09o -.. 20グ ~ 30グ ~ 10グ ~

f旨月1)

イヨ jl1 

成ui
-I 1グ-I 1 112グ ~

t旨日1)

7j，指

中指 2 

部組織の引決イtが少なく ，関ili:iの拘新iや神経損傷に由来 小指

する萎紺!位変化のないものを goodとし，これが 8例あ

った・ほかの 10例は以前に臨t縫合を受げたり感染がみ は， 中手桁節関節目J近の Lig.anularcは温存し，移植

られたりして， 縦波化の高度なもので CJCalflx のl;rに l健を過す法を 1~ {yIJ に行ない， 2例l乙は同部の Kig-，

属するものである anuJare をfWJ方でl;/j;与IJし移植血tを通した後縫合するiJ、を

lぷ仙の判定は主と して!iO'"C5の法にしたがった. す 用い， またほかの 2例では し'g・礼nnt.lart'を完全に切

なわち，t}.指では術後の:tITilii間関節のlil大他民})屈曲角度 除した後にjiE節の中権部に艇を用いて pulley を作製し

を 10lちもパーセントとし， それに対する自動屈曲角度 た・術後の運動練習は術後 3週より始めている・

の芸iiJり合いをパーセント であらわし， 2~5指では指尖 つぎに成紡についてのべる t表 2). 母指では 6例中

より小川al，"almar crta出 までの故短距雌をもってあら 4例が 40-50% の成績を得ている.また t--~)指では

わ した. 屈曲が完全で指尖が dislalpa1mar creaseにふれるもの

紙数 J~ 借』は最短 6 カ 月 ， 最長 3 年 8 カ月，平均 l 年 9 を 12例中 l例にみとめた.また，1/2インチから Iイ

カ月であるが， 1年 6カ月 のものが多数である・ ンチの聞のものは 12例中 3例， 1インチから: 1/2 

. E. M.ru"，o (講師)， K. Murola， N. J-1irao， Y. Shimura. インチのものは 12例中 7例あった.
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総括

指別に成績をみると，孜々の症例で

は吋指が一般に不良であり，最良の成

*11をえたものは小指であった.

術前の状態と成総については，Bo)"es 

は goodの群では症例の 10% に完全

な屈曲がえられたが cicatrIx群では

最良の成績は lノ2インチまでである

といっているが，我々の症例では good

と cicatrix のnnに汗日月な差をみなか

った.しかし最良の成績は goodに寓

する ものにみられた.

!>i'i前. 術後 3年 3カ月.

受!{，iから手術までの期間!と成tfiをみ

ると.特別の関係はみられないようで，

受傷後 3年 5カ月を経たものでも 1/2

インチまでの屈曲をみている.
図1.

つぎIck例を 2，3供覧する.

症例 1:鉄れの端で受傷，術前の状態は goodに属す

るものである. 受傷後 10カ月で!陀移植術後 8カ月で

49% の屈曲をえている.

症例 2:丸鋸l乙て左母指球部を切り， 1次性阪t縫合を

受けたものである.受傷後 l年2カ月で思t移植， 術後 1

年 9カ月では 41% の屈曲をみた.

症例 3:彫刻刀で左示指中手指節関節の掌側を切り皮

肉縫合を受けた. 術前の状態は goodに属するものであ

る.受傷後3カ月で腿移植術後 3年 5カ月で 1/2インチ

までの屈曲が可能となった・

症例 4:製紙機械のローラーに巻きこまれT宇部に受

傷， I{everdin植皮を受けている. 有茎皮肉移地を1jな

った後 3カ月，受傷後 11カ月で健移植術を行なったと

ころ，術後4カ月では 1インチ半までの屈曲が可能であ

り，術後 2年3ヵ月ではさらに屈曲度をまし， 1インチ

までの屈曲が可能である.

症例 5:試験行の破片で右小指中手指節関節部を切

り，術前の状態は goodに属するものである.受傷後 3

カ月で腿移植，術後 3年 3カ月ではほとんど完全屈曲が

可能となった(図 1). 

指の Lig.annulareの処置と Plllb'の問題は純々論

議のある点、である.孜々の用いた 3f'li:の方法と成総の関

係、は症例数の関係上明らかではないが完ペモ111:1出の l例は

Lig. annulare を剥南ff.i，品存したものにみ られた. 以上

~o ma山 land内の隙旧性屈筋健tnf拐に対して遊離脱!移

植tI~を行なった 18 例についてのべた. i，i:例をふやし，

さらに検討して成総の向上につとめる所ιである.

追加 :問品達也(新潟大整形)

ラ'0川 an'slandのJ旨屈筋脆断裂に対する freegrafting 

についてつぎの 2点、をのべてみたい.

1. 術後 D.1. P. 1児ifriの屈曲t(リ縮発生はときにみられ

る搬出である.この発生原因はいろいろいわれているが

完全には解明されていないようである.私はこれを防ぐ

注芯'F項としてやj:j後手関節と M.P.関節は十分屈曲す

るが l.P.関節特に D.1. P 関節はほとんど伸展してお

くことがよいと考える.

2.従来の考えに反して Profundllsのみの断裂に対し

て TlIlverlaftは free graftingで良好な成絞を収めてい

る. 私は 1例ながらとれを行ない， 良好な成績を収め

た. しかしなおこの適応決定はきわめて d慎重であるべき

だと思う.
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33. 前!胞における指屈161拘縮に対する浅深指屈筋提

移行による膿延長術について

渡辺健児 綿谷 茂 弥 本

大阪厚生年金病院整形外科

前腕の阻血性拘縮，前腕の化膿，或いは，桁々の疾患

に対する不良肢位における長期間の放医または同定な

ど，;fiJ!々の原因によって，前腕における屈筋の拘縮をき

たし，手の機能のほとんどを失なった例に援するととは

比較的多い.このような変形が，すでに固定してしまっ

たものの大部分は観血的治療によらなければ，その機能

の向復は期しがたいことは周知lの通りである.観血的治

療として種々の方法が行なわれているが，そのうち，屈

筋にある程度以上の機能が残存している場合には， Ste-

indlerらの行なったように，拘縮した筋に対する鍵延長

図1.

術が適応のーっとなる.しかし，個々の健に対して延長

術を行なうことは，操作が複雑で時間を要し，予後I'C.対

して悪影響をあたえることになるので，できるだけ簡単

な操作で目的を達したいと考えて，八の指屈筋を個々に

延長するかわりに，浅指屈筋腿は前腕末梢部に近く，深

指屈筋腿はそれより中枢の高さで切断し，浅指屈筋院の

中枢断端と深指屈筋腿の末梢断端とを縫合するととによ

って，両院の切断部位の間隔だけの延長効果をうる方法

を，保存的治療では認むべき効果をえられなかった 4~J

に対して行なった.

• K. Watanabe， S. Watatani. 

症例

症例 1:39才， ~号.

35年6月，右肘部尺側を 「はぶ」に唆まれ， 右上肢

の三年明な脆!広の後，図 1のように手指の屈曲拘絡をきた

した.

本例は長堂筋胞の切断，尺側手根屈筋の延長術，浅深

指屈筋鍵の移行術を行なった 図2はやt-1後 2週間自の状

態である.足.¥~;ò"沖縄の住人であるために，その後の状態

を直接調査はしていないが，通信によれば，術後 6ヵ月

で握力 10kg，日常生活にほとんど支障がない山である.

図 2.

症例 2:20才，男.

13年前， 左肘部の開放骨折後手惜の屈曲拘縮をきた

した.本例は浅深J旨屈筋腿移行だけで良肢位に保っとと

ができた. 術後4カ月で握力 15kgで， 指の機能も正

常に近い.

症例 3:21才，男.

34年 11月， 右前腕の開放骨折後， 様骨の偽関節，

尺骨の変形治癒，手指の屈曲拘縮をきたした.まず前腕

骨に対する観血的治療の後，長掌筋腿切断，長母指屈筋

腿延長術，浅深指屈筋腿移行術を行なった.やt'I後4カ月

で，総指伸筋の軽度の機能不全を認める以外は，良好な

機能を獲得している.
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症例 4: 14才，男. ものでは症例 4のように適応外となる.このような頃合

8年前，左肘関節部の骨折で観Ifn的治僚をうけ，子指 には， Sedclol1に司t，じた方法を行なうべきであると考え

の著明な屈曲拘縮と正中神経の軽度の琳療をきたした. られる.また，木法はその子術手投から叶然浅指屈筋健

本例はtJミJ行屈筋の機能はある程度残(fしているが，拘縮 だけの断裂と同じj，I.:状を残すことになるが，これは日常

はきわめて高度であ り， 筋萎縮も抗qクjで，本法のi凶応か 生沼にさしっかえるほどのものではなく，十分実用価値

どうかについて疑問があったが，長'立iJ7jlliJ!の切断，尺側 のあるものと考える.

および桃側手根回筋健，長fft1i1JITl筋院の延長術，法深指

fJFinめ!限移行術を行なったがj佼仇がよくなっただけで，忠 追加 ・iI ~下俗 .'ílt (岡大整形外科)

者自身はある程度満足してはいるが， D.l. P.および 浅指記忽jJ鍵を深指屈筋腿に移行する方法は個々のj，j'伊l

1'.1. P 関節は自動的にはわずかに屈曲しうる程度 であ についてはときどき行なわれる方法であり，我々もとき

り，正中神経の麻庫症状も高度となり，手術は失敗であ に実施している.しかし縫合部がI'J泌 gを起こして必ず

った 適応を誤まったと反省している. しも良機能が得られるとはかぎらない.そこで孜々はJtl

考察 近しばしば p(;dicle flaド 法で脂肪組織を縫介iiliu)J，'，j~11 

以上， 4例についてのべたが，本法の適応には，[5.指 に，また鍛痕剥離の後に， 卜分移植し総粁を|約!Iするよ

屈筋の機能が残存していることが不可欠の条件である. うな方法をとっている.

フォノレク 7 ン拘縮では，浅指屈筋の方が長i手指屈筋や深 追加 :内山淳(新大整形)

折田筋にくらべて変性の程度は軽いのが一般であるか 33 1fi:に追加されたiltT先生のご立見と I"jじ

ら，本法の泊応には好都合となるわけであるが，高度の

34. 中手指|見向J，指関節目匝~(Í" I乙刈する

|共li!i'i袋切除術の経験

!日 i;e11'(人

広 I;~JJ;卜字病院

手の騒々の外傷，疾患の後，中手指関節， !1~ 1指関節

の不良肢位使停を有する患者を診ることは必ずしも少な

くない. この場合その原因疾患のいかんにかかわらず中

手指関節において過伸展位，第 l，2指関節において屈

曲位をとる例がかなりみられる.これらの硬着に対する

治療も名種考えられるが，長期にわたって存在する場合

保存的療法はもちろん皮膚および艇の手術だけでその肢

位を矯正しれ}ない場合がかなりある.この場合考えられ

る方策は関節成形術，関節癒着術および関節袈切除術で

あろう ，このうち艇に運動性があり ，X線上関節商が存在

• N. Takagishi， T. Morinaga. 

森 永 ，'，' .ド
P 

J 

原爆病院悦)巴外科

している切合成形術或いは切除術が適応とされている.

中子術関節では手術的佼裂の少ないこと，四回を二つの

extrinsic muscleと二つの intrinsicmuscle に閉まれて

いる点より挺の癒着が高度でない場合必ずしも関節成形

手iJを必要とせず， また指関節については昨年木学会で

Bo)'csものベたごとくまったく悲観的で， Carrollの方法

も屈曲位硬若の場介 cOl1lraindicalionとされている現状

で関節嚢切除術のみが伐された道であろう 5例に本法

を行なってみた.必ずしも優秀な結果とはいいがたいが，

pinch， gri pの同彼はもちろん， 全例において日常生

活上幸子しい改善をみたのでここに報告しご批判をこう.
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中手指関節嚢切除術

3例に本手術を行なったが， いずれも Howardの方

法にしたがった.すなわち背側中手指関節に沿うて縦切

開をなし，総指伸展筋を出し，これを中央において縦切

開をなし， 両側に拡げた.A poneurotic hoodは可及的

に温存して1，1.)側の側初帯を出し，これを楠円形に切除し

た.さらに全例に曲りの小さな Kocherを入れてli古関節

曲は容易となり指端は掌而につけるようになった.成続

はいずれも改善が認められ，円筒杷持，名刺把持不能例

が，遠隔成績をとり得なかった 1例を除いて可能となっ

た.

第 1指関節霊切除術

Bunnell らは指凶節の関節袋切除体iはその側方悶定が

得られがたししたがって脱臼を起こしやすいという用

Collal Lig Deep fascial cu百 retractcd
i告により適応症はきわめて稀でしかも

成紡は悲観的であるとのべたが，[9:>-1 

itミ Curtis の新法(図 lのごとく)発

見以来本手術の価値が再認識されてき

た. もちろん完全な辺五}J性の独f与を期

待することはできないが，良l波位前後

に 30'以上の迅j動性の獲得は fl常生活

上のィ、使をほとんど消火させれ}るのでOeep fasc;al cuff Collat Lig 

図1. Curl;s法.

J狗

図 2 術前.

裂と関節!の癒着を剥がした.術後皮門不足の場合は遊離

杭皮が必要である. {目的耳帯をできるだけ緊張伎におくた

めに可及的に屈曲位としキノレシュナー鋼線を京IJ入した.

術後 Bunnell らは 10日後より抜釘して運動開始する

ようのべているが， 孜々は Poschの習慣にしたがって

3-5週そのままにしておいた. 渋O例は外傷により中

手指関節の背側位硬者をきたし， pinch， gri p の障害を

起こした例であるが，切除術により術後4カ月 の今日屈

図 3 術後.

ある.その I例を傾告するに患者は 42才の主婦で原子

爆弾により左手指関節熱傷痕痕拘縮を受け 15年間以直

していた.図 2 のごとく中手指関節は背侭IJ屈曲位， 第

1指関節は極端に屈曲，各指間距離はなく ， 日常生活使

用不能の状態であった.まず手背部に有茎植皮をなし，

背側屈曲を治し， つぎに第 l指関節:M切除術を行なっ

た.すなわち第 l指関節を中心として側方切聞をなし，

浅筋膜を切って，Bunnellにより fascialshcalhと名づ
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'けられている伸展筋腿から屈筋l淀輸に鉱がっている深筋 を刺入し，ステロイドホJレモン 0.5ccを注入した.4週

、肢を出す.この筋肢が側靭帯切除後関節の側方脱臼を防 後キノレシュナー除去後， ゴムテープによる抵抗運動を

ぐ役目をする.深筋膜を上げて側靭帯をできるだけ多量 開始した. 術後 I年の今日図 3のごとく患者は主婦

に切除する. 切除は両側に行なうのは当然である.我 として大体の仕事に従事でき，指の開閉はもちろん，

々の例は 2例とも，受傷以来 10年以上経過した陳旧例 cri p， pinch も可能となり一応目的を達成したものと考

であるので学側関節涯の切除をもなした. この例では えている 以上簡単ながら関節裳切除術の経験につきの

intrinsic muscleの延長術をなし指の開聞を可能ならし べたが，適応さえ選べば，機能回復上効果的な方法であ

める ようにととろみた.屈曲位にしてキノレシュナー銅線 ると考える.
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1.上肢の麻酔について

村山良介*

手の外科の進歩は目覚しいものがあり，最近の種々の 気胸をみ，3% に術後痛や血騒があるとのべている・と

報告は手の機能を失ったものえの非常な福音となるもの れにかわるものとしてこれからのぺる上腕部神経遮断法

であろう・ここで手の外科のための麻酔方法としてつぎ はほとんど同じ部分の無痛を得られながら，その失敗は

のような考えをもちえたのでその解剖学を思い出してい 8.5% に止まり，気胸の心配はまったくなく術後痛，血

ただく意味をかねながら話を進めてみたいと思う・まず 腫は 2労となって， より安全であるといえる.またオ

手の機能を障害するものには大きくわけで，外傷による ーベルスト氏法による指の神経遮断はときとして指の域

ものと，疾患によるものの 2種があり，その 80% 以上 死をひき起こしたり，多くの患者に麻酔のためにかえっl

は前者である.ここで外傷によるものの多くが適切な治 て I時的にはげしい疹痛を与えるなどの欠点があるが，

療を受けたならば手の外科の成紡は現在よりももっとょ これにまったく同じような needle lVorkで中指骨部神

いものとなると思う.つまり外傷後すぐに手の外科の専 経遮断法があり， これならば上記の心配はまったくな

門の医師のいる病院をおとずれることはまれで，たいて い.このように安全でしかも容易な神経遮断法を四つご

いは l次的にこの外傷を治癒させ，その後にその機能を 紹介したいと思う.

回復する種々な手術を行なうのが現状といえると思う・ 1) 上腕部神経遮断法

この l次手術のときに十分な疹痛除去を行ない十分な治 この部において遮断しなければならない神経は肘関節

療をしないと， 2次の手術はその効果がうすいように思 以下の部位に対しては，正中神経，尺骨神経，焼付神経，

われる・外傷の直後は食物の関係，またおとずれた病院 筋皮神経，尺側前腕皮神経，尺側上腕皮神経，筋問 1.1腕

の設備，人手により全身麻酔は不可能なことが多しま 神経である・まずこれを上腕の解剖によりみると上腕版

たこの手術は 2時間以内を普通とするので上手な神経遮 下に近い部分では図 1，上腕二頭筋の終る高さにおいて

断法が適している・その上この l年聞に大阪厚生年金病 は図 2のようになる・ ここで尺側前腕皮神経， 尺fJtUヒ

院をおとずれた手の外科の対象患者を当院，納谷の統計 腕皮神経， 筋関上腕神経は版下部から， 上腕二j]Jj筋の

によとつぎのごとくになる.
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このように肘関節よりさきの麻酔を裂するものが 92

%であり， ここに現在日本で使用されているク ーレン

カンプ上腕利l縦波部神経遮断法とオーベJレスト指根部神

経遮断法を批判しながらこればかりでなくより安全な安

易な神経遮断法についてのべてみたいと思う.

クーレンカンプ法は M.Paperらの統計によると熟練

した麻酔医がやっても 15.6%の失敗があり ，6.1% に

ホ R. Murayama:大阪厚生年金病院麻酔科.

終る高さまでの聞の上腕動脈をふれるところの皮内，皮

下に十分に局所麻酔薬を浸潤すれば， 遮断できる つ

いで，このふれた上腕動脈の直上部に正中神経があり，

直下部に尺'庁神経が走っている.この部分でこの/LLjf.i/1終

を局所麻酔薬を浸潤することにより遮断することができ

る.版下部に近いところでは様骨神経もその局麻薬の虫

を増すことにより遮断できるが，上腕二頭筋の終る的置

近くでは稜骨神経は上腕骨の直下部にきているのでこの

部にまで針を進めねばならない. 筋皮神経は膜下都に近

いところでは烏啄腕筋の外縁にあるので直桜=に遮断する

ためには針を上腕骨の上方に進めここに局麻薬を注入す

るが， 30 cc以上の局麻薬を正中神経の部に注入すると

これをったって上昇しその神経叢からの分岐部で速断す

ることもできる.上腕二頭筋の終る部では正中神経のす

ぐ上外方を走るから針をすこし上腕骨上方に進めてこご

で神経遮断を行なえる.
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上腕骨

筋皮神経
/ 

筋の膝と長掌筋のIKI!との悶の扇形注入で正中神経を，尺

側手根屈筋の腿と尺骨動脈の聞で尺骨神経を遮断する.

4) 中手骨部神経遮断法

指 1本の無痛を得る方法で中子骨・と指骨の関節の位置

で行なう.この部の手掌の皮膚から手背の皮膚までの聞

のこの関節の両側に十分に局麻薬を浸潤する.これは方

法的にはオーベルス卜法と同じである.

以上の 4方法を紹介したが，第 4の方法によりオーベ

ノレスト法とまったく同じでありより安全であるからオ

ーベノレス卜法はやらない方がよいと思われるであろう.

しかしク ーレンカンプ法は肘凶節よりそうとう蚊ドに

近くまでの手術には大切な方法ーであるが indication を

考えてなんでもかでも使用する方法ではないと思われ

る.

これは上肢の神経遮断方法をまとめたものであるが局
図1.

上腕二頭筋腿
検骨神経 上腕動脈

一。@。@
 

尺骨神経

~-一一ープー一 様骨神経

肘頭

図 2. 図 3.

2) 肘関節部神経遮断法 所麻酔柴を使用するにあたってつぎの四つの注意が大切

肘関節の皮膚のおれまがる部より 1~ 2 横指版下より と思われるので列挙してみる.

で行ないつぎの神経を遮断する.尺側前腕皮神経，校側 1) 局麻薬は十分量を侠則するが決して過量(1回安

前!腕皮神経(筋皮神経)， ~発骨神経，正中村l経，尺骨神 全使用以をこえる)を用いないこと.

経である.これにより麻酔を行なった部より前腕の無痛 2) 血管内に入れないこと.

法を行なうことができる.まずこの部の皮下に腕の全周 3) 麻薬の副作用はときとして安全量内でもおきるか

にわたる皮下浸潤を行なう，これにより尺側，桧側の皮 ら， 人工吸引装置， ノリレビターノレ剤(筋弛緩刻でもよ

神経が遮断される.ついで上腕二頭筋の'自に附着する脆 い)，血圧上昇剤を周なすること.

と榛側の皮膚との中点に針を進めここに'月にまでの問に 4) 前投薬はなおl議論の絞るところであるが，パノレビ

扇形浸潤を行ない桟骨神経を遮断する.つぎに上腕動脈 タール剤，麻薬を十分に使用した方がよいと私は思う・

の尺側に局麻薬を浸潤して正中村l経を遮断する.尺骨子中 それは手の外科は常に駆血帯(エスマノレヒ)を上腕の版

経は肘頭と尺側上頼の間で遮断される.この尺骨神経遮 下に;}_ょいところに冶く.この痛みは前投薬でとれる(で

断方法はよく知られているものである. きればうすい局麻薬で駆血帯から版下よりに腕の全周に

3) 手関節部神経遮断法 皮下浸潤を加えるがよい).

手の無痛を得るための方法で，桟骨神経，正中神経， つぎに全身麻酔についてであるが， 少なくとも 2時

尺骨神経を遮断する・方法は，まず桜側の手関節部の半 間以上の手術にもちいる場合が多い.もちろん短かくと

周に皮下浸潤を行ない稜骨神経を遮断する.核側手根屈 も膜下部の子討すにはこれを使用する.前者¢場合が多い
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のであくまでマスクによる麻酔では気道の確保がなかな 出したフローセンを笑気とともに用いる方法がいまのと

か困難となる また後者の版下また行部の子術でも麻酔 ころでは手の外科のためにもっともよい安全な方法と戸、

医を手術者から遠ざけ手術をやりやすくする怠味からも われる.もちろんこのためにはフローセンの特徴をよく

i市管による気管内麻酔が望ましいと恩われる.手の外科 つかみ決して麻酔医のいない全身麻酔をかけるべきでは

の麻酔は一般整形外科の麻酔と同慌たいした筋の弛緩:ま ない なおこのほかに全身麻酔と局所麻酔のコンビネー

必必のないものでその第 1義は痛みをとることであるか ション， 局所麻酔が目的通りにいかなかったときの局所

ら，笑気を主とした党艇の速い方法をとるべきである 麻酔の加え方.全身麻酔を補助手段とする方法などにつ

いま使用されている笑気+パノレピタ ーJv，笑気+エーテ いてのべようと思ったが時間のためまた今後の研究をお

ノレなどはパノレビタ ーノレが多量となりまた後陸限をきたし 約束して，今あまり使用されていない神経フeロ y ク(遮

たり，上手にエーテノレを使用しないと党鯉がおそく気道 断法)のご紹介を行ない，手の外科のためこれからもよ

汁泌をi押し，術後の11医吐，唯疫を多くしたりする.筋弛 りよい麻酔を研究し少しでもそのお手伝いができること

緩剤の使用は筋弛緩の必要のないものにとれを使用する を念願しながら，話を終りたいと思う.

ことはその本意ではあるまい. この点;u:来よく使用され

2. 手指折鮮外傷の処置

一一一特に高度腫脹，骨折，指末節損傷，指背鍵膜損傷を中心として一一

田島達也*

いとぐち この場合は神経・骨・関節・腿などからなる深部組織に

F惜の新鮮外傷は治療上の観点から開放創を伴なうも たいする修復が治療の要点で治療時期の多少の遅延はた

のと伴なわないものに 2大別される 開放創はいわゆる いして問題でない.それよりも適確な適応決定と治療或

“hot case"で緊急手術を要する. その要点はまず創内 いは手術の技仰が主斐な問題である.それには手の機能

の異物や汚染または峻死におちいっている組織を除去し 解剖学や組織修復に関する深い知識が必要となる.換言

一一すなわち debridement を施し一一ついで破綻した すればこれは整形外科的或いは形成外科的な専門的治療

皮膚を修復するーーすなわち縫縮か植皮討すによって創を に属する.

閉鎖する一一ことである 手指新鮮外傷は頻度がきわめ ここでは手の外傷治療の重要問題すなわち開放損傷に

て高いので最初整形外科医や形成外科医よりも一般外科 たいする創閉鎖法や非開政性m傷にたいする深部組織修

医をおとずれることが多いこと，また治療原則が比較的 復法1)については省略し，手指新鮮外傷のうち緊急また

単純で後者の特殊技能を要しないことからすべての外科 は早期の適切な処置を必要とするものーーしたがってす

医によって適切に行なわれねばならない“Jド専門的"な べての外科医によって適切な処置が施されることが望ま

外科的処置である. しいもの でありながら，従来比較的等閑視されがち

非開放性損傷は挫傷または皮下骨折のように 1次性の だった高度疲脹，骨折，指末節損傷，指背l悶民J[j傷につ

ものと，受傷後比較的短時日のうちに開放創が閉鎖した いてのべる.

ものを合み，急性の血行障害あるいは高度の腫脹が認め 高度腫脹にたいする処霊

られる場合をのぞいては緊急処置の対象にはならない 1.急性腫脹の種類と部位

掌 T. Tajima (助教綬):新潟大学整形外科.

手指j~\傷後の急性睡眠の大部分はぴまん↑生浮腰である

がときにI佃!国やJþ:~jおの場合がある.そのいずれかによっ
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て現われる部位にも特徴が認められる丸3).

もっともしばしばみられるぴまん性浮腫はリンパ腔ま

たは組織間隙に現われ，特に筋腹の膨化が著しい.しか

し筋肉は部力性のほとんどない謬原線維を主成分とする

筋膜に被覆されているので， 筋肉の浮極性膨隆により筋

膜内圧が高まる.とれにより特定の筋!伎の区間内を走る

神経や血管， リンパ管が圧迫をうけj引退はますます地強

して悪循環におちいる.特に手背においては手なにおけ

るよりも表在性静脈の発達が著しくこれに伴ってリンパ

系もよく発達しているので手の損傷がいずれの部位にあ

っても手背に高度なぴまん性浮腫が現われる傾向が強

L、.
急性血腫はまれに，主として州民性駐車i'i内に現われる.

儀s鞘に一致する腫脹と著しい疹痛をきたし筋の spasm

やjIiJ1鞘内癒着を誘発して関節拘縮の原因となる.骨折に

続発する場合と骨折を伴わない場合がある.

品目痴は刺創または異物侵入による細薗の直接感染によ

る場介のほか外傷によって locusminoris resistel1liaeと

なっている部位への細菌の血行性矯種によると考えられ

る切合がある.好発部位は関節膝，滑膜佐(腿鞘内)お

よびil1jl政経(組織間隔)で， それぞれ化膿性関節炎，化
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M id-palmar space 

その佼襲路 (学面 flex.dig. 3，4，5間)ー

Ulnar bursa 

その佼畏路 (flex.dig. 5に沿う )_-

Parona's space 

その佼製路 (前腕掌面末梢部 flex.dig. 

の|問)

膿性腿，r，，~炎， 手掌結合織炎 "Hohlhandphlegmone" と

も呼ばれる・ 1政務はその発生する部位に応じて特有なひ

ろがりをもつが(凶 1)， 一方前述したように手背を中

心とするf到底をきた し， 両者が重なり合って境界が不鮮

明となる場合も多い.

上述したように腫脹の種類と部位の閣にはほぼ一定の

関係があることを知っておく ことが，腫脹の部位からそ

の種類を推定する有力な手がかりとなる.

2. 腫援の鑑別診断に役立つ穿車IJ

手指新鮮外傷後の急性腫脹に対してはその陀1(1と;'ill{立

を明確に診断する必要がある.前項でのぺた/，[，jr;'のl対係

から比較的容易に判定できる場合もあるがいつもそうで

きるとはかぎらない.ことに病変の周囲に現われるびま

ん性浮騒が部位診断を困難にする要素と考えられる.一

見して腫脹の日ri位および種類の診断が確実と思いとみ切

開したところ誤診であった経験もある.

そこで視診によって服脹の診断が確定できない場合は

もちろん，診断がほぼ確定的と思われる場合でも一応穿

刺によって診断を確かめておくことはきわめて役!こ立つ

ことと考える.

e
 

c
 

似

路

1

襲

m

侵

日

の

T

そ

/

一

/，。
Carpal-lunnel (rad. bursaと uln.burs. 

の融合点)

その佼襲路 (lig-carpitransv.縦切り)

図 1. 滑朕膝および筋朕膝とそれらにたいする侵襲路.
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2.急性腫脹の治療

3. びまん性浮腫の場合

中毛皮または中等度の場合までは非観瓜l的治療の適応が

ある.それには隈患上肢の高挙(床面と約 45。の角度を

なすぐらいがよい)， 冷湿布，弾性包帯などを用いる物

理的手段と局麻薬による星状神経節遮断， プリスコ ー

ル，カリクレイン，ベノ スタジン，キモトリプシンなど

による薬物療法などがある.

いずれにせよ浮腫を短時日のうちに消返させる必要が

ある.浮腫が持続すると的l行障害による筋 ・神経の変性

組織悶に 日brin析出などを惹起し， 深部組織の癒着ま

たは拘縮発生の主要原因となるからである.

一方一円相当な浮腫を生じた以上ある程度の癒着や拘

縮は避けがたいのでi'i股を伴う手は機能的肢位に保持し

不良肢位拘縦の発生をできるだけ避けねばならない.

受傷後の急性j手J1丞が高度の場合は非観血!'I'j療法によっ

て時聞を泌氏することなくただちに手術療訟を施す方が

よい.その~点は皮!舟と深筋肢を広範に縦切開し圧挫さ

れた筋腹や作11経の膨隆を許し，植皮ViJを併用して皮膚に

緊張をかけずに 1次閉鎖することである.

b. 血腫の場合

指府筋J世t納内または深筋膜で仕切られた “cοmpart-

ment"内IC稀に発生する.穿刺により血腫であることお

よびその部位を確認すればただちに切開して羽|液する.

この際部位によって Bunnell の提唱した正しい皮切線

を採用することが大切である(図 1). 

c.膿窮の場合

診断を確認した上は血腫の場合と同織に封|品目すること

が治療の要点である.この際深部組織のJl1仰を避け， 2 

→ 

f 

c 

次的j('J縮を予防するためには正しい侵襲路を選ぶことが

大切である(図 1).膿癒発生の好発部位はたとえば子関

節と手恨管内泊膜性腿鞘のように隣接しているため部位

診断が存易でない場合があるので穿刺により慎重に部位

を確認しておく. [農場ーのない部を切開してとの部への感

染波及を起とすような危険を避けねばならない.また一

定期間開放にして置かねばならないがこの間感染例であ

りながら無菌的取り扱いが必要である.なぜなら混合感

染の危険を避けねばならないからである.

なお開放創が存在する期間中強力な抗生物質療法や忠

告:~の固定を必要とすることはいうまでもない.

骨折にたいする治療法

とこでは手根骨ははぶきql手'f'Jおよび指骨骨折につい

てのぺる.

1.中手骨骨幹部骨折

第 1中手刊は例外的に広い運動範囲をもつが 2-5中

手骨は基部において intermetacarpalおよび carpometa-

carpal 関節により， 末梢部において deep metacarpal 

ligament により述給されて「枠」を形成しその支柱と

なる中手什の問は “cushion" として働く骨間筋で満た

されているので特殊の部位をのぞき著しい側方転位は生

じにくい. また多少の屈曲転位があっても指屈伸筋腿!と

中手骨の聞は粗結合織で満たされているので両者の癒着

はtf.じにくい.

そこで 2-五中手骨骨幹部または基部骨折においては

観血的整復を要することはほとんどない.むしろ不適切

な観血的整復が骨問筋の変性や指屈伸筋挺癒着，さらに

Kirsch問 r銅線の髄内固定を行なう場合には M.P.関係]

拘縮などの機能障害をきたしやすい.まれに中手'庁の外

@ 

a. 1旨末梢方向牽号Ieにより動指部分 (f :骨折部， b. M.P.関節屈曲により M.P.関節は固定きれ(仰l

j : M.P. 関節)安定せず (側副靭帯 c弛緩). 亘1)籾符:C'緊張)，基指骨長軸方向突き上げ①によ

り骨折部②は整復される.

図 2. 中手骨頚部骨折整復法.
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粋である第 2および第 5中手'円什'幹部'円折にたいしての なわれるが，骨折が癒合するまで 1カ月に近い期間索引

み「枠J を強固にするため観凶l的整復が行なわれる場合 糸が弛緩しないよう厳重に監視することは芥易でないー

がある. そこで著者は経験上f守折線が C.M. 1刻節におよんでい

2. 中手骨頭部骨折 ないいわゆる Ro l a ndo 型の第 1 中手作人目~'丹折の場合，

との部が骨折すると末梢骨・片すなわち中手骨川i'hIJ1は'円' 凶 3と同線にf手指を最大外転位にギプス同定する方法が

Im~'百および虫係筋の牽引力により著しい掌屈転{立を呈す よいように思う.これにより末梢骨片の焼中枢側脱円が

るのが普通である. この転位によって指背腿政“hoocl" IYiJt:でき同時に骨折面に応圧力を加えることができる.

および骨問筋艇の基指骨基底付着部付近が不安定となり ときに終皮的 Kirschner 鋼線東1]入により骨折部を 1時

指背腿映の平衡が破れるため指の機能を著しく障害する. 的に内同定する方法も用いられる.

従米の成31は必らずしもこの骨折について十分な注意を 4.指骨骨折

喚起し適切な治療法を指示していない 折'l'}'1'1折にもいろいろな砲がある.縦裂骨折でr胃折線

この骨折は指の末柑方向牽引または M.P.関節半屈 が関節liriにかかっているものや桁付ねえ部辺縁骨折で小

1111位などによって整復することはできない(図 2a). 骨折片が関節l付に|氏人するものなどは頻度は高くないが

近接する'円・折 if~ と M . P.関節郎がともに動くので末梢 [知的運動日i1mu.を残すものが~い.関節l付に!伏入した小骨

付折を思うとおりの位置にもたらすことができないので 片の処置については子術的に格復|山i定する4見合，摘出す

ある. そこでまず M.P. 1対立i'iを直角位に掌:屈して側副 る場合，放置して運動をつづけさせるJL;合などがあり，症

靭帯を緊張させ M.P. 関節を動かないようにしておき 例ごとにもっとも適切と恩われる方法を選ぶ以外にない.

基指骨長軸に沿って力を加え中手'円fJ"頭を背側に突き上 括管胃析はまた籾帯{削討を伴うJ4，j{"iも少なくない・こ

げるとよく整復される(関 2b). そのままの位置を保 の場合には早期に十分期間の軽度hrllllli，'[川)jごを行なわな

つようギプス包帯を施す. ければ長く関節の腫脹と異常可動性と辿'助;!ilJ似を伐す結

3. Bennett脱臼骨折 果となる.指骨骨折のうちもっともMil立の山Jいものは償

これは第 1中手骨基底部において骨折線が:;j..;fj'l尺側か (または斜)骨折である この場合は指の辿'動に附与す

ら中枢検側方向へ向かつて C.M. 関節商に達し小さな る諸筋の複雑なパランスの破綻から'円折線のレベルによ

三角形の中枢'円・片を原位置に残したまま末梢骨片が母指 つて特待な屈曲転位をきたす4)(図 4).すなわちJ，q行'1'J"

とともに検側に脱臼するものをいう '11折においては学側凸変形 (図 4a)， 中節指'円におい

この骨折にたいする治療上の問題点は整復はむずかし ては'円折線が法指屈筋l雌付着部より末柄にある場合は前

くないが整復位を維持することがきわめてむずかしいこ .r，と 1，.]じように掌側凸変形(図 4c)， 逆により中枢位

とにある.通常は整復された末附骨片の持続的牽引が行 にある場介は背側凸変形(図 4b)を生ずる.末節指骨

a.整復前. b.蛇復同定法

図 3. 第 1中手骨基部骨折 (Rolando型).

においては丹折線が深指屈筋腿付着部より

中仮位にある場合は末節の屈曲拘縮(また

は背側凸変形) (関 4d)を生ずる. 指骨

骨折の整復1，[，1定に際してはこの事実を念頭

におくことが必要である.

mfl"i'J折のうち治療 tもっとも問題とな

る合併京を引き起こすものがいわゆる No

man's lalld領域における'1'1折である. No 

man's landとは浅深折I，fij屈筋lJillが併映性お

よび籾帯性両腿靴、に被覆されている領域，

すなわち M.P.関節から中節中央部まで

をさす.あるいは基指'月および中節指骨中

枢半分に相当する領域ともいえる.との言

葉は本来との領域における断裂屈筋健がつ

よい癒着傾向を示し鍵縫合がほとんど成功

しないことを讐告するために作られた言葉
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図 4. j旨骨骨折の定Y史的転位.

a. }}.iHH'J"yt折 b . 中節街竹中w 剖~'rJ折 .

c. rl'節1":1'!'J'_，.k梢部骨折 d.A<節1:1.)'J'J主部骨折.

である.この似域では'回折の場介にも阪H内内に血腔が生

じこれが総質化されるため指屈般il総は腿断裂の場合と同

様つよい総おを生ずる.

このぼi以の'円折で指屈筋腿癒ziiを防止する方法は受傷

後早期jにほぼ以全に整復し 3-4週間以内に骨折郎を癒

合させ後療法に移行することである.この際変形治癒は

許符しがたい.なぜな ら変形を生ずるとこの部で指屈筋

院のtl'J1ìリJが妨げられ癒1~:傾向がつよくなるからである.

夜、たちは徐々すでにこのような状態におちいっている

/\G誕三丈:J~
じAZThV:iじヨ燃

SublimIs除去 Sheath部分切除

図 5. No man's land領域内骨折において変形およ び

屈筋挺癒i'iが格安な場合には，靭帯性総納部分切除，

浅指屈筋臨~除去および深指屈筋除去申j離術が簡便で有

効と思われる.

陳l日例に遭遇する.との場合権忠指のある程度の可動性

を得るためには以下にのべるような複雑な手術f操作が必

要となる.まず骨折部};'ij聞に叛痕性皮肉があれば有柄植

皮で丙換し，ついで変形治癒部を骨切り術によって矯正

し，行の癒着を待ってこの部の指屈筋腿断裂と同じよう

に遊離鍵移植術を行なう.必要あれば人工滑車も作らね

ばならない.それより前に指関節拘縮があれば physicaJ

therapy または capsulotomy など の手術でこれを とり

のぞいておかねばならない.

陳旧例にたいして以上のような複雑な操作を施しても

完全な機能回復が得られない場合が多い.そこで私は骨

折部の変形および屈筋踏の癒着が比較的軽度の場合は簡

便法として旬変形には手をつけず，靭帯性礎輸を幅 3-

4mm として 2-3カ所残して祈車とし，ほかの部分を

切除し， 同時に屈筋腿の剥縦訓~Jを行なう方法を試みてい

る(凶 5).

指末節損傷に対する治療法

指末節とくにその掌而は鋭敏な知覚をもち手がある物

体に作用をおよぼそうとするとき最初にそれに援触して

硬さ，重さ，温度，表面の性状などの特性を認知しその

物体に対する手の作用をコン トローノレするという重要:な

機能をもっている.そこで指ぷ節は手全体にたいしてし

める範囲は小さいが， それに大きな f~~i墜を及ぼしてい

る.この部の外傷は minor Injury として軽視されがち

であるが手の外傷の中でもとくに頻度が尚いことと，上

述したように機能的志誌が大きいことから，工場などに

おける延べ労働力の低下は軽視できないものがある.

指末節を特徴づけるもの は背面の爪と 掌函の 指 頭

(finger puJI')である. 爪は軟部組織のみからなる末節

末梢部にたいして副子としての作用をもっている・これ

があるため吋行先つまみ (top pinch)_jが可能になり，

また街頭に加えられた圧力を受けとめるので後者ーの知覚

をより鋭敏なものにしている.一方指~Jl皮膚はいろいろ

な知党受容<.:5を笠宮に含み立体織をもっ.また厚いが結

合織に仕切られていて移動性の少ない皮下脂肪屈によっ

てふくらみをうえられこれが硬さの違ういろいろな物体

に触れるとき緩衝器の役割を来たしている.

以下にのべるように指末節損傷にはいろいろの砲があ

るが，それらのいずれにも共通する治療法の根本原則は

指末節の特徴的機能のにない手である爪と指耐をできる

だけ正常に近く修復または再建することである5)

1.非開放性損傷

a.爪下血腫

爪下組織は指頭組織に類似し，い くつかの結合織隔壁
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で仕切られている.鈍力によりこれらの小区画に血腫が

生ずるとたちまち区画内の圧力が上昇し激烈な痛みを惹

起する.治療はすみやかに血脆を排出することである.

それには錐先き，焼け火ばしなどで爪を穿孔する.血股

が比較的大きい場合には隔壁で仕切られていることがあ

るので 2，3カ所穿孔せねばならない湯合もある.

b. 末節指骨骨折

末節指骨骨折においては骨折線が深指屈筋腿付着部よ

り中継位にある場合と末梢位にある場介に大別するのが

実際的である.前者についてはすでにのベた(骨折の項

参照). 後者は往々粉砕骨折を呈するがこの部に付着す

る腿はないので牽引力は働かず，一方;1¥が:，(IJ子として作

刑しているので転位はほとんど起こらない.ゆえに特別

の治療を要せず欣医してよい.万一偽l刻Uiiを生じても爪

が総会なかぎり機能附害は残らない.

Lalcral band の付着ーする末節基底背而の !~IJ 出It骨折は

次引にのぺる mallelnJlgerの 1型である.

c. Mallet finger 

いわゆる突き指のうちもっとも頻度の高い型で， I】.1.

P.関節が急激に屈曲または過伸展されるととによって

生ずる.a) lateral band付着慨が断裂する型， b)付着

問;の小什片親j離骨折を生ずる型，および c)若年1;;'にみ

られる末節什端線離開を呈する型がある.いずれの切合

も末節は学胞拘縮を示し自動)!?屈ができなくなる.経験

上2週間以内の新鮮例にたいしては D.l.P.関節過伸展

P.l. P. 関節および M.P.関節学屈f世間定を 5-6週間

持続することによりほぼ満足すべき治泌が得られる.

隙!日例にたいしては laleralband イ，Ji"i古s修復を目的

とするいろいろな手術が提案されているが結果は必ずし

も良好でない. ときに D.LP. 関節仲展1ft拘縮をきた

し原疾患以上の機能障害を残すことがある.

一方この損傷は中指，薬指に多く，隙|円化してから機

能障害を訴える患者はほとんどないので放目することも

賢明な策である.

2. 切断

a. 切断末梢片生着の可能性について

一部の組織により連続性が保たれている不完全切断の

場介も，完全切断の場合も，それが鋭利な切創であり，

比較的治潔に保たれ，golden period (受傷後約 5-8時

間)以内であれば，切断部位が末梢部{立にあるほど縫着

による末締切断片生着の可能性が大きい.しかしこの条

件を満たしていない場合に縫着をぷみるのは無益である

ばかりでなく ，かえって感染の危険を大きくするので行

なうべきでない.この処置を行なう場合には手術操作を

極度に非侶傷的に行なうことと術後切断末梢片の代謝を

低位に保つため温度の上昇を防ぐ必要がある.このため

には被慶包講をできるだけ薄くすることも一つの姿領で

ある.

b，神経処理法6)

指末節において肉眼的に認められる神経は ~， dig. 

vol. prop・のみである. 一般にはより中収{立における

切断と同織にこれを軽く末梢方向に牽引しながら鋭利に

切離し退縮にまかせる方法がとられている.しかしある

凶 t 仰経断端処理法 (Mt;'HO 法).

まず約 5mm間隔で断端の 2カ所を銚子により圧挫

する (a)，中枢圧挫部に絹糸縫合を行ない，末梢圧

挫部で切離する (b，c)，術後の組織所見では軸索は

中紋庄掛~fIlで再生を抑制]され， 末梢圧挫部との間の

変性脂肪組織により帽子状に保護される.
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程度不可避的に生ずる断端神経腫はより中舷位における

ようにあつい筋肉，脂肪層で被覆されていないので外的

車IJ戟にたいしてははげしい悲痛を生じやすい.これを防

止するためには結局神経断端麗の発生を防止しなければ

ならない. この目的のためには神経断端を Epineurium

で閉鎖する Krugerまたは Mu川 0 法(図的が用いら

れる.

c.鍵処理法

四肢のより中枢位の切断では通常'円・の断端上で深筋膜

を縫合するが，問伎の考えで深指屈ilJjJ出および指背l即肢

の断端を指骨断面上で縫合することは不適当な処置であ

る.なぜならこの処円により前腕筋群と小手筋群のバラ

ンスが破れ指が不良l伎(ft拘縮におちいる危険があるから

である. 血tは返縮するにまかせるのが正しい処置であ

る.

d. 種々の断面被覆法7)

sfJ1皮切断 :切断部に感染がある場合には「輪切り切

断TJ後断端を開}jy_にしておく.この際周囲皮膚の末借方

向移動による断而政縮小をねらって粋創育牽引を施すこ

とがある(区I7 a). 

中1m屑被覆 :告括的的な切断の場合にも指の長さをでき

るだけ温存するためぎりぎりの末梢部で「輪切り切断」

し断面を中間居皮片で被う方法がしばしば用いられる

『
↓
↓

管

(図 7b). 一部指骨が露出 しているが生着は良好であ

る. この場合皮片の動揺を防ぐため “tie.oversuture" 

カリfjJ..，、らオ1る.

V '判断端切除 (Cutler法):切断端をV型に切除して

断端ーを閉鎖する方法である(図 7c). 本法では断端が

鋭く，正常の指頭にみられるふくらみが再建されないの

で現在ほとんど用いられない.

局所皮弁被覆:普通指掌面皮膚弁を作りこれで断端を

おおう(図 7d). 本法では指骨をやや短縮せねばなら

ない欠点はあるがもっとも正常に近い断端被覆が得られ

るので労働者などではもっとも好ましい方法といえる.

母指球皮弁 (Thenarf1a p)被覆:母指球部に起こし

た小皮弁によって断端を被複する方法である(凶 7e). 

指骨を鰐縮する必要がなく， しかも局所皮弁被覆の場合

に近い良好な断端被覆を得られるのが特徴である.反[百

皮弁採取1"1;[1のデザインが理怨的でないとこの部に癒痕拘

縮を生じ手全体の機能を著しく障害することがあるので

注立を委する.

断端の被IDのみを目的とする頃合はほとんど用いられ

ず皮h可欠損が指頭に拡大している場合に用いられること

がある.

指交叉皮弁 (Crossfinger f1a p)被覆.隣接指の背面か

ら皮弁をおこす方法(図 7f)でその適応は母指球皮弁

，..-、

e f g 

図 7. 末節断面被覆法.

a. 開放切断 (粋創膏翠引)， b. 中間府被覆 (Tie.oversuturc)， c. V型断端切除 (Cutler法)，

d.局所(掌側)皮弁被覆， e.母指球皮弁 (Thenarflap)， f. t旨交叉皮弁 (Crossfinger flap)， 

g.掌慣IJ双柄皮弁 (Ventralknight's hood)， h・側面皮弁 (Lateralflap). 
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の場合と同様である.

学仮u双柄皮弁 (Ventralknight's hood)被罰:街頭中

継部の皮府を双柄 (biDedicle)皮弁として断端を被い皮

弁探取部を中間層皮片で被う方法である(凶 7g). こ

れは断端を直接中間層皮片でおおう方法(図 7b) とく

らべ操作は復雑になるが適切に行なえば機能上とくに大

切な指尖端部をよりよい機能をもった皮膚で被うことが

できる.

側面皮弁 (Lateralflap)被覆:これは爪の一部にか

かる斜切断の場会に用いられる.残った爪の末梢部を横

に切除し残された側面皮弁を回転して指尖端を被い，反

対側側出i皮沼欠創部を中間層皮片で被う方法である(図

7 h). 

e. 指末節基部切断における注意事項

まず切断レベルが爪の matrixにほぼ一致する場合に

はこの部を完全に除去してあとで変形爪がf写生すること

を防がねばならない.

つぎに切断レベノレが深指屈)ÌÎil雌イ、JZj~;IIより中位にある

場合には残されたごと短かい末節は"1助辺国UJ不能でなん

ら役だたない. この場合には D.I.P.関節縦断術が適

している.この際中節指骨末端飲'f'J-を除去してあとでこ

れが無i適性壊死におちいることを予防しまた両端の頼部

を除去して断端の形を整え，cosmetic g loveの適合をよ

くする.

3.指頭部 (Pulp)開放損傷

a. 指頭部欠損

刃物でそぎとられたり (slicedwound)機械で引き裂

中間層植皮

図 8.爪および爪床挫創にたいする処置法.
部分剥離した爪の創に接する縁の trimmingを伴なう

debridemenl後中間層植皮.

かれたり (avulsed wound)して指頭の鋭敏な知党をそ

なえた皮膚およびこれにふくらみを与えている皮下脂肪

を失なうことがある.この機能上大切な場所を再建する

ためには結局十分な皮下脂肪と密な知覚受容器をもっ局

所有柄皮弁を利用する以外によい方法はない.この臼的

にもっとも適しているのは母指球皮弁でそれについで指

交叉皮弁ーである.

• b.弁状切創

指頭皮li可而に桜線方向の切告1Iにより指頭皮切は比較的

浅くそぎとられる.と きに完全にそぎとられず末梢部を

柄とする皮プFがつくられる場合がある.前者の場合条件

がよければそぎとられた皮片の皮下脂肪をのぞき遊離全

層皮片として似!IJできる.後者の場合皮下脂肪のついた

皮片をそのまま縫J守すると柄が末約縁にあるためリンパ

液の還流が阻害され中舷縫合線にげ腿や岐死を生ずるこ

とがあるのでfl!jをつけたまま皮下脂肪をのぞいたのち縫

着すればよい.

4.背面(爪部)開放損傷

a.切創

爪のみから切離され爪床に切fillがおよばないj日fTは分

裂した爪を粋創行で接着位に品1定しておけばよい. もし

切創が爪の範囲をこえて指尖爪縁皮府 malnxなどにの

びているときはこれらの部分を縫合する.

切右11がさらに深く爪と爪床がともに切離されている場

合には爪の切離線の両側に相対する 2対の穴をあげぺの

みを縫合すればよい.

b.爪昔日l離を伴なう挫創

爪の一部が柄状に爪床に付着し， 爪が剥離した部分の

爪床に不規則な開放古IJの存在するのが普通みられる~で

ある.この型の弘H拐にたいする治療の要点は，まず爪床

図 9.CulicJe (上爪皮)と爪床と の癒:?;iーによりその部

の爪の再生が阻止されている.
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の開放創をすみやかに閉鎖することである.創が線状で

縫縮できる場合もあるが debridement後，創面が広くな

り中間層植皮を要する場合が多い(図 8). とにかく爪

床をすみやかに閉鎖して再生する爪に平坦な送をそなえ

ておくことが爪の変形を防止する要点である.爪床中舷

部の開放創がすみやかに閉鎖されずに肉穿創が持続す

ると上爪皮 (cuticle または eponychium) と癒着を生

じとの部の爪の再生が阻止され再生する爪の著しい変

形を招くことがある(図 的. このような場合爪床と上

爪皮の癒着を防止するよう細心の注意を払わねばならな

し、.

もう Iつの要点は爪の副子としての意義を考え剥離し

た爪を爪!ぷに整復しておくことである.この爪は新生す

る爪で置換されるまで日IJ子として役立つ.この際整復さ

れた爪が爪床における創の治癒を妨げないよう創に援す

る部分を切除 (trimming) しておく必要がある(凶 8).

Matrixの部位の裂創で爪の中枢縁が剥離したJZ合 に は

爪の中央部に 2個の穴をあけ matnx皮府との聞に水平

位 matlress縫合をおくことにより裂創を閉鎖すると同

時に爪中枢縁を原位置に国定する8)

末節背面の深い挫倉IJで爪，爪床ともに完全に失われ指

骨背面が露出しているような場合には有柄皮弁ーで被覆す

る.この際前胸l1，'i'皮弁を用いる腹壁皮弁ほど脂肪周が厚

くなくて使利である.

C. 異物を残す刺創

針状の異物が爪の遊離縁から爪床内に京IJ入されること

が往々ある.爪遊離縁から抜きとれない局合は必要なだ

け爪を部分切除して除去する.とのようなJ;bj合爪の全摘

はさけ最小限の部分切除にとどめるべき

である.こ のような配慮によって羅患手

ははるかにすみやかに使用可能となる.

指背健膜損傷に対する治療法

指背腿膜とは指背面において Ext.dig. 

comm.， lUll1br. および illterossea の

1. Mallet finger 既出，指末節損傷の項

2. Boutonniere 変形

f旨背辰gij莫を構成する線維群のうち Ext. dig. comm. 

の延長である C印 tralslip の中節基底背面付着部は一

部 P.I. P.関節褒と癒着し一部両側 lateral band を連

結している.この部が鈍力または切右IJによって断裂する

と P.I. P. 関節は屈曲し latera1 balld は掌側に脱臼し

て P.I. P.関節裳背面の裂隙から関節軟骨がのぞかれる

ようになる. そのため boutoJlniere 変形と呼ばれる.

この場合， 際肢の牽引力の大部分が lateralband付着

部にかかるようになるので D.I. P.関節は過伸展拘縮に

おちいる.

治療は新鮮例にたいしては D.I.P.関節伸畏位に約 l

カ月固定すればよい.陳旧例にたいしては遊離健移績で

central sli p付着部を修復するか Fowler の「たすきが

け手術 (criss-crossop.).Jを行なう.いずれにしても予

後は良好である.

2. Expansion hoodの断裂

Expansion hood は;Ni力または切創によって縦方向の

断裂を生ずる. この際 M.P.関節の屈曲に際してこの

部の Ext. dig. comm.挺が hoodの損傷側と反対側に

脱臼する. との損傷においてはまた M.P. 関節伸展カ

も弱まる.なぜなら Ext. dig. comm.艇は大部分の場

合県指骨基民背wiに強力な付着腿をもっておらず， hood 

から一部伺股， M.P. 関節嚢籾帯性健桁 Aponeu rosis 

palm.などに線絡が移行してちょうど動物の首輪のよう

に基指骨基底部の周囲をとり巻いている(図 10). そし

て Ext. dig. comm 艇がこの輸を牽引することによっ

ー今

Ext. dig. comm. 

Lat. band. 

Lig. sheath. 

Aponeurosis palm. 

末相')腿を復:ntに連絡する薄い線維股で，

三つの関節をもっ指の線細な運動性と固

定性を保つために巧妙な椛itiと機能をも

っている. この股はほぼ指背[回全体に

t広がっているが，いろいろな部位でいろ

いろな型の非開放性および開放性損傷を

蒙る. そのうち malletfinger， bou to・

nnlere変形，expa附 onhood の断裂お

よび latcralbandの損傷が代表的な型で

ある.

図 10.Ext. dig. comm.艇は基指'百基底背面に強力な付着鍵をもたず

hood から一部骨膜 M.P. 関節嚢靭帯性健草~j Aponeurosis palm.な

どに線維が移行してちょうど動物の首輸のように基指骨基底部の周

囲をとり巻いている.
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図 11. 隙旧性 expansion hood断裂にたいする修復法 Ext.dig. Comm. 

最IIを hoodから切り離して断裂部に移し bood の断裂緑を腿の両側

に縫合し艇を切離して生じた欠損部はそのまま縫縮する.

図 12a. Laleral band片側断裂診断法:断裂が疑われる側と反対側に

M.P.関節を他動的に側方屈曲して ].P.関節の自動運動を命ずると，

断裂のある場合は伸展角度が不十分であるか十分な力が加わらない.

図 12b. Lateral band片側線虫拘縮診断法:障害が疑われる側と反対

側に M.P.関節を他動的に側方屈曲しておき，そのままの肢位で I.P.

関節の他動的原油を試みる.この際1.P. 関節の伸展拘縮を認めれば

latcral bandの噸痕拘縮が存在する.

1961年 11月

て M.P.関節を伸展するような機構に

なっている ゆえにこの倫が連続してい

なければ M.P.関節伸展力は減弱する

のが当然である.

新鮮例にたいしては手術的に断裂部を

細い糸で縫縮すればよい.陳旧例で断裂

部が広く，そのまま縫縮できにくいとき

は Exl. dig. comm.腿!を hoodから切

り離して断裂部に移し hoodの断裂紋を

阪IIの両側に縫合し， IYJ!を切除して1::じた

欠I員部はそのまま縫縦iすることによって

線維輸を閉鎖する(凶 tt) 以との操作

により腿の脱臼も整仮され Exl. dig・

conlm. の M.1'. 関節伸展力もほlま正常

に戻る.

3. Lateral bandの損傷

Lateral banclの釘(おは鋭利に切出世され

る場合と鈍力または挫械を'去り 2次的に

癒痕拘新iをきたすj易合に大別される.位

置的関係から l木の折の両側の laleral

bandが 同時IC損似を公る場合はいわゆ

る手に限局する阻Iftt性約縮以外には経験

上ほとんどないようである.

a. Lateral bandの片側断裂

Latera I banclの片側が断裂しでも反対

側が正常な機能を営んでいる場合は障害

が現われにくい.これにたいする診断法

としては断裂が疑われる側と以対~IIJlc指

を M.P. 1則節で他動的に側方屈曲して

反対側の laleralbandを弛緩させてお

き患者に 1.1'.関節の自動伸展を命ずる.

すると lalcralbandの片側断裂がある

場合は伸展角度が不十分であるか十分な

力が加わらない(図 12a). 治被として

は手術的に縫合すればよい.

b. Lateral bandの片側癒痕拘縮

とのFbE芸の診断法としては次項でのぺ

る手に限局する阻l血性的縮の診断法も応

用できるが?それよりもつぎの方法が明

瞭な診断を可能にする.この障害が疑わ

れる側と反対側l乙指を M.P. 関節で他

fi)J的に側方屈曲しておき，そのままの肢

位で 1.1'，関節の他動的屈曲を試みる.

この際 1.P. 関節の伸展拘縮を認めれば
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lateraI bandの澱浪がJ縮が存在する9) (図 12b). 

治療法として必要があれば lateralband の oblique

自berを切離して伸反拘縮を緩解する.

c.手に限局する阻血性拘縮

この障害においてはすべての 川町osseaが綴痕拘縮に

おちいる. すなわちすべての指の向。{I; lateral balldの

1039-( 33 ) 

むすび

司 綴痕拘縮とも考えられる. この場合の診断法としては

手指新鮮外傷に対する治療法の基木的問題は開放創の

早期閉鎖法および個々の深部組織の修復法といえる. し

かしとれらについてはわが国においてもすでに多くの文

献が現われているので省略した1) そのかわりに外科医，

整形外科医が多く遭遇する頻度の高い手指新鮮損傷の代

表型のうち，高良一腫脹庁折，指末節損傷，指背舵朕損

傷を選び，これらをとり般かう実際的要領をのべた

ーォ

-， 

M.P. 関節を他効的に伸反して 1本の指の両側 lateral

bandを同時に緊張状態におき， 1. P.関節の伸展拘縮が

現われるか否かを観察すればよい101 もっともこの防害

においてはこのような特殊検交を行なわなくても M.P.

関節屈曲および 1.P. 関節仲展t;'J紛，すなわち手がいわ

ゆる 「袖通し肢位」を呈していることから診断がつく.

しかし厳密に観察すると 7個のfHf日筋のうちいくつかが

つよい拘縮をまぬがれている場介がある.これを診断す

るためには前項 (b)の診断法を応則すればよい.

治療としては旬間筋前進術によって lateraIbandの

全般的弛緩をはかるか， obliql1e印刷 のみを切離して

1. P. 関節の伸展拘縮を緩解する.

河野左'di教授のご校閲ならびに協同研究者渡辺好伴氏のご協
力に深謝する.
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Amer. Surgcon， 25， 41， 1%9. 8) Schiller， C.: Plast. 

Rcconstr. Surg.， 19， 521， 1957. 9) Bo)'cs. Jとの個人的
討議による 10) BUIlIlCII，5.: Surgcr、，of the Iland， 3 rd 

Ed.， p.257， Lippincott Co. Philadel.， 1956. 

3. 尺骨ネ1"経麻搾 (Clawhand)の治療について

j位下健哉 *

神経が損傷された場合，この神終はただちに縫合され ることが必要である.

なければならないが，その予後は必ずしも満足すべきも まずはじめにこれら神経の支配についてのベ，それぞ

のではない.たとえば英国の MedicalResearch Council れの神経が但傷なり麻嫁した初公にどのような機能障害

による第 2次大戦における末梢神経但傷患者についての なり，変形が発生するか.そしてこれらはいかなる方法

予後報告についてみると尺骨神経については約 50% に により機能の再建が行なわれるかにういてのべてみたい

知覚，運動の usef111 c1eg1町 の同復を認め，また正中村1 と恩う.

終については :;3% に usefu1な知党の回復を， そして 尺骨神経の神経支配

母折の士JfI1]運動については 32;討の useful opposition 肘関節音15で尺側子松屈筋および 4，5借の深指屈筋に

の回復を認めたのみとされ，そのほかの症例には著明な 神経校を出しながら手関節部に達し，ここで~I l のごと

機能防害をのこしたわけである.そのほかレプラ，ポリ く知}!，f_~と運動校に分れ， 知覚校は環指の尺側半分と小

オにおいてもしばしば正中，尺骨利l終釘!被に麻療が発生 析を支配し， 運動位は hypothenarの筋Jr'f.および deep

するが，これら機能障害はなんらかの方法で改詳してや brancb として深部に入り，環，小指の虫様筋， ついで

各行間~Jj . 最後に同情内転筋および短母指屈筋の一部党

* K. Tsuge (助教授):岡山大学整形外科. 支配している.
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図1. 正巾 ・尺i'j神経の支配筋.

さて尺fT神経が予関節部で切断されたf.bi合，これを低

位尺行令11終麻持と呼びたいと思うが，この場合にはそれ

以下の知党麻疲とi'Hi}jが発生するわけで， 守二な機能障

害，変形としてはつぎのごときものが発生する.

1) 小指球部および行間部筋の萎縮

2) 指の内，外転力の減弱.これは骨問筋の麻擁によ

るもので指の問に紙を挟ませ，これを引きぬく方法で検

査すること はよく知られているところである.

五) 母 ・示指間での pinch と Froment'ssig-nじ I手・

示指問で力一杯 pinch を行なわせてみると l~t指は Ivl. P.

関節が過伸展し，指関節が屈[刷、Zをとる これを Fro.

mcnt's Signと呼ぴ，内転筋麻療によるもので，また示指

は P.l.P.関節屈曲位，D.l. P.関節i伯仲展位となるのが

将iillで骨-問筋麻痩のため M.P. 関節の屈出l力が弱いの

を CQVCIするためにこのよ うな変形をきたす.また示指

は中J片側に移動するのも常である.

4) 邸 ・小指のc1awed finger 

これがー悉目につ く変形であるが環，小指は M.P.関

節で過イ~lJR位， 指屈曲位をとり， 指の伸展が不能と な

る.さてこの変形発生の原因は骨問筋，虫絞筋の作用は

M.P. 関節を屈曲， P.I.P.， D.I.P.関節を伸展する作

用があるが， これが麻疲するため longextensorsおよ

び tlcxorsの作用により このような c1a、同dfinger を発

生するのであって， これはまた Intrinsicminusの肢位

ともいう.

つぎに尺骨神経が肘関節部で釘傷された場合，これを

I~O位l削車と咋びたいと思うが， この際にはさきの低位麻

蛇のほかに環， 小指深指屈筋の耳Hj草， および尺~IIJ手根屈

筋の麻f喜〔が力nわることとなるが，機能防'占.変形はJ壬ぽ

低位麻療の場合と同級でありぷ細は省略したいと思う.

正中神経の神経支配

正中村l終は肘関節部で回内円筋，桟側T恨隠筋，長掌

筋，浅情屈筋，校側の深折原筋，長n指屈筋などに神経

枝を出 しながら下降して carpaltunnelを通過し，ここ

で図 lのごとく運動神経である田川和11終と知党神経肢に

分れ，知党側l経は環指半分より桟側の{t':1三営!日を交配す

る.四郎神経は小さい神経校ではあるがを大な神経で短

母指外伝筋，対立筋，短母指屈筋の一部を支配する.

もし正中神経が手関節部で損傷され，低イ企Jf!:泌を起こ

したとすると，

1) 母指球部の筋萎縮

2) 吋桁対/11]，1rjib障害

これは特に知 L~J:t行外転筋が麻癒するために[:J:指を手宇

宙l に~:U: I なí1liに引き起こすこ とができず， したがって正

しい piJlchが不能となり， 垂大な機能的'Jr-をきたすこ

ととなる.なおときに対/ilJ運動ら しいものができる場合

もあるが， 相11経文配の異常などに原因するもので false

opposltlon とも呼ばれるものである.

つぎに正中村l経が肘関節部で損傷された場合，すなわ

ち高位麻療の場合には上記各症状のほかに，

1) lJj:・示指屈曲障害と中指屈出lの減退が発生する

が，これは長母指屈筋，淡指および示，中指泌J旨屈筋の

麻?卑によるものでいわゆる benedictionattiludc とも呼

ばれる肢位をきたす.

2) そのほか団内筋麻療のため前腕の白内Jlli血V)が問答

され，そのほか，
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3) 手関節屈曲力が減退するが，これは臨床上さほど

重要ではない.

さて正中，尺骨両神経はともに前腕屈側を平行して走

っているため，しばしば両者ともに損傷される場合が少

なくない.もし両神経が子関節部で損傷されるとさきに

のぺた低位麻仰が合併することとなり手立l釘の知覚障害

はもちろん inlrinsic muscles はすべて麻嫁していわゆ

る clawhandが発生する. 図2はその l例を示したが

各指の仲展ができず，また母指は示指の側方に固定され

て対向運動が不能となる. すなわち各指は M.P.関節

過仲展位，指屈111J位をとり， 社指は M.P.関節屈曲，

末節屈曲{立をとり，全体として回外伎となり， pinchそ

のほかの繊細な手指の運動はまったく不能となるわけで

¥ 

図 2.正中，尺1'1神経麻療により発生した clawhand. 

ある.このまま長期間放置されると手折はこの{1[I!'，'で谷

幻に灼納を発乍し，将来その矯iEii非常に凶維となって

くるのである.

居室移向術の時期

神経縫合の結果が思わしくない場合には腿移|川崎によ

り機能の阿佐が行なわなければならないが，その時期を

いつにするか. あまりに長く政置して約縮を発生した

り，患省の日常生活に非常な不便さを与えることは望ま

しくない.で荘、は正中，尺骨神経麻療の場介 3-4カ月

経過をみてい11Uの徴伎のないものは移|旬術を行なってよ

いと考えている たとえ回復の徴候があっても完全な機

能回復のみこみのないと忠われる場合には腿移向術を行

なってよいと考える.神経縫合が行なわれることなく長

期間放置されたような症例では神経縫合時鍵移向術につ

いて患者に説明しておく必要があり ，後日，または神経

縫合の際同時に腿移向術を合併することも許されると思

う.

さてつぎに正中 ・尺骨両神経の低位麻療， すなわち

claw handの矯正手術について母指対向運動の阿佐と

cla wed fi ngerの矯正手術を中心に!その治療を我々の経

験を中心にできるだけ具体的にのべてみたいと思う.も

ちろん intrinsicmusclesの機能はきわめて政雑であり，

これらの機能をすべて再建することは不可能であるの

で，そのもっとも強い機能障害である時指の対向運動の

再建と， clawed finger の矯正予術のみが行なわれるのl

が普通である.なお正中神経単独低位麻庫の場合にはRJ

の矯正手のみが，尺'円神経単独の低位麻療の場合には指

指の再建術のみが行なわれるわけである.

さてJKg移向手術を行なう前に拘縮があればこれはでき

るだけ除去しておかなければならない.パイプラパスと

その後における'7''/サージ， dynamic splinlの利用ま

たビニーJレ仮による手指の逐次矯正用副子もしばしば用

いられきわめて有効である.

母指対向運動再建手術

母指の対向運動障害は短母指外転筋など lhenarmus-

clesの麻療によることはさきにものべたが，これをなん

らかの方法により機能再建することが必要となる.その

力源としては手根屈筋，または手根仲筋，および淡指児

筋!院が利用されるが前者の場合は隙移植によるl飽の延長

が必要となるため伐指屈筋眠s，特に環指のものがよく利

用されることは一般に知られているところである.もち

ろん外傷などで伎指屈筋艇に損傷があるような場合には

ほかの力政を利用する.さて球指屈筋院が利用可能とし

て母指対向辺助阿佐には大別してつぎの方法があると思

う.

1) Royle法の Thompson変法

これはJ淡1ぷえ討t折行I届五筋)腿民淀:を予営

pu川lley勺y としてA木〈封端M品;右をプ司1子f旬Jf刊j'R頑[fj， または基節 2自に縫合

する方法であって，そのよ在行よりして内転筋的作月!とな

り，真の対li可運動は望み得ない欠点があると考える.

2) Bunnell 法

これは図 3のごとく淡指屈筋挺を予関節帝111乙引き，'].1

し， 尺側手桜屈筋を Plllleyとし， また麻鮪があれば

pulley を作製して件指球の皮下を通じ， 基節i'J-2岳部尺

側において骨に!陀を固定するものであって，良好な中子

骨の対向運動，また母指の凹内運動が得られるが，凶 3

のごとくしばしば M.P.関節に過伸展変形が発生し，
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図 3. Bunr珂 II法により母指対向運動再建を試みた場

合にしばしば発現する変形，すなわち M.P.関節の

i伯仲展と母指点節の伸展附W.

また末節の屈曲変形が防止，矯正されないのみか，かえ

ってこれを増強せしめる欠点がある.

すなわち本法によれば母指の良好な対向運動が得られ

るにかかわらず， tip to tipのpinch のみで pulpto 

pulpの pillchが得られないという欠点がある.

;//'" 

図 4.母・示指聞の皮膚拘縮の除去.

欠損部には中間届地皮が行なわれる.

3) Littler， Riordan， Flynn， 8randらの方法

これ らは短母指外伝筋が母指対向位で母借末節を伸展

せしめる作用のあるこ とに注目 してこの筋本来の機能を

再建せんとするもので Riordall は移向腿をこの筋腹に

沿って， 末端を 2本にさいて I本は!陸膜部を通して長は

指仲筋Jru!にひっかけ餓伝してほかの l本の腿と縫合副定

した.Brandもほぼ H.iordanと問機の方法であるが l

本の腿は M.P.関節尺側において関節漢に縫合し， 母

指の回内力の再建も期待している.

さて我々が現在主として用いているノザ法は Riordan，

Brand らのものと大差ないが術式についてのべてみる

と，まず環借 P.1.P 関節の側正中線に切閣を加え浅指

屈筋艇を引き出し，これを関節より 5-umm 中区側で

切断，両 slip問の結合を切りさいておし この際切断

i'¥iI{立があまりノ花粉だとこの指に将来 swan neck 変形が

発生し，中叙すぎると伸展障害をきたすことがあるので

注怠しなければならない. つぎに予関節屈， 尺側に L

字型切聞を加え， 球指の浅指屈筋i踏をこの部に引き出

す. 尺側ヲイ以屈筋に呉市がなければこれをそのまま

pulleyとして利用するが，麻療があれば pulleyを新た

に作製し， これに浅指屈筋腿を通す.つぎにr-J:指 M.P.

関節の背側に弧状切聞を加え，短母指外転筋を出し，こ

の走行に一致するよう皮下を通して先の浅指屈筋股ーをこ

の部に引き出 し， 末端を 2本にさいてそれぞれを鉛子で

固定しておく .

さてここで母 ・示指問背側の皮11可に拘縮があればこれ

は，必ず矯正しておかなければならない.我々は図4の

ごとき方法で皮弁を作製移動し，できた欠損郎には前腕

内側より採取した中間居植皮を行ない，tle over法で回

図 5.移[IiJ腿の走行と M.P.関節の屈曲および伸展障

害.
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定することにしている.そして母指最大外転位で必要な

らばキJレシ ュネル鋼線を刺入，固定する.

さてつぎにさきに引き出した浅指屈筋腿の固定である

が， 末節に拘縮がまったくない場合には Riordan法に

したがい 2本にさいたうち 1本を短母指外転筋の腿膜部

を通し，長母指外転筋にひっかけ，子関節屈曲，母指長

大外転位で適度の緊張度を加えながら線転，縫合する.

この際移向!賂と M.P. 関節の位置的関係はきわめて重

大であって図 5のごとくもし背側に偏すれば M.P. 関

節の過伸展が，掌側に偏すれば屈曲変形が発生する.そ

して残した l本の肢は Brandにしたがい M.P.関節尺

側関節裂に縫合することにしている.

さて母指末節に拘縮のない場合には以上により良好な

pinchが得られるのであるが，もし拘縮のある場合には

これの矯正を必要としている.図6は末節に屈曲拘縮は

あるが passiveに矯正可能な場合に最近我々がしばしば

用いている方法であって，移向挺を末節にまでのばし，

末節基部の骨内， または骨膜下を通して末節伸展位で

tenodesisすることにしている.

さて拘縮の強い場合にはどうしても骨の切除とその後

図 6. 母m末節に柊度伸展障守がある場合に

しばしば用いている我々の万/li.

における関節回定術が必要となる.この場合にも上述の

方iL または関 7のごとく 8字型に舵で結ぶとか，屈筋

!陪の一部をさいて仲筋I!ll!に縫合するなど，末節flt展位或

いは過{中展位で tenodesisを行ない， さらに 1-2本の

キノレシュネル鋼線を京IJ入して確実な固定を行なうことに

している.いずれにしても末節を正しい位置，すなわち

pulp to pulpの pinchができるような位置で確実に回

定することが大切で，鋼線の車IJ入のみでは不十分なこと

が多く ，必ず tenouesis を合併する.なおこの際末節の

循環障害には十分注意し，骨を十分切除することが大切

で，無理な矯正は行なうべきでない.

術後は手関節屈出1，母指長大外転位で圧迫，高IJ子回定

を行ない 3-4週間後よりパイプラパス中での自動運

動を開始する.

Clawed fingerの矯正手術

Clawed fingerの矯正手術には大別して 3つの方法，

すなわちこの変形が intrinsicmusclesの麻療によるも

のであるからこれを再建しようという方法，また M.P.

関節を屈曲位に保つと指の伸展が可能となるので手術的

に M.P.関節を屈曲位に保持しようとする試み， また

M.P. 関節屈曲による指の伸展は commonextensorお

よび lateralbandの tenodesis的作用によるととに注

目して手術的に tenodesisを得ょうとする方法σ:3種類

である.

臆移向術による矯正手術

1. Bunnellの浅指屈筋臆移行術

Bunnellはもともと各指の浅指屈筋腿を全部切除し，

先端を 2本にさいて各指の両側 lateralband に交互に

盆三
図 7. 母指末節に屑出l拘縮がある場合の矯正方法.

縫合して c1a机、n、問d自finge灯rの矯正のみならず，指の内，外

転も得ょうとしたのであるが手術が複雑になるのでこれ

を簡易化して，示指の浅指屈筋艇は示指の lateralband 

に，中指の浅指屈筋胞は 2本にさいて中，環指の lateral

bandに，小指のものは小指の lateralbandに移向する

方法が一般によく用いられてきた.そして環指の浅指居

筋腿は母指の対向運動再建に利用されるわけである.
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この方法は変形の矯正力は非常に強いのであるがかえ 陵移植による tenodesisおよび

つて反対の手指変形をきたす危険性もあり，指に拘縮の dynamic tpnodesis 

ある場合には用いてよい方法と考えるが，拘縮のない場 Riordanは縫・尺倶IJ手恨伸筋腿を 2本にさき，さらに

合にはつぎのごとき再変形をきたす可能性がある.すな これをさいて 4本とし，これらを末的側に線転してそれ

わちその欠点の第 1はなんといっても swanneck変形 ぞれ中手骨骨間部， および虫様筋の ca川lを通じて指

の発生ということであって，今まで inlrinsicminusで の側方に出し， M.P 関節屈曲位， 伯仲展位で laleral

あった clawedfingerを矯正して inlrinsicplusの swan band lc縫合する方法を発表し， また Fo川町 はこれら

nea変形が先生するわけであって， 指の屈曲が障害さ

れ， 細かい日常の指の動作にかえって不便をきたすこと

が柿でない.とれは今まで強力な P.1.P.関節の屈曲で

あった淡指屈筋llU!を切除し，その反対の指伸展作用に移

向するという理論的矛盾に原因があると樗えられる.図

8はその発生をセーマで示した.もちろん本法により良

好な結果を得ることもあるが，縫合時の緊張が強すぎる

とこのような swanneck変形が， また弱すぎると変形

の矯正ができないわけで，このいずれにも偏しない適度

な緊似皮の安定範囲が非常に狭いことに本法の欠点があ

るごとくである.また全指の筏指屈筋l踏を切除するため

探ブJの減返が起こることも本法の欠点といえると思う.

J.，-' 

e図 8. 浅指屈筋腿移向術を行なった場合にしばしば発

生する swanneck変形.

2) Fowlerの示，小指固有伸筋鍵の移向術

示，小指の問有{中筋胞を expansion hoodの附着部で

なるべく長自に切除し，これをそれぞれ 2本にさいてそ

れぞれの腿を'1'')-間部および虫様筋の canalを通じ，指

の laleralbandに縫合する方法であって， 示， 小指の

仲!浸力が減少すること，また移行艇が比較的短いなどの

欠点はあるが，我々もときにこの方法を用い便利を感じ

ている.

M.P 関節屈曲位保持による矯正手術

又ancolliは M.P 関節屈側の関節~をコの字型に切

り，これを中根側に移動して閤定することによりこの関

節を屈|刷、Zに保持させようと試みている.また1m!輸に切

開を加え， pulley の位置を末梢に移動することにより

M.P. 関節の屈曲を得ょうとする方法もあるが，これら

はいずれも消値的な変形の矯正作用のみしかなく，あま

り大きな矯正作用は望まれないと考える.

図 9. Fowlerの tenodesIs. 中厄端は carpalligamenl 

に固定.

図 10.我々が最近試みている方法，中躯端は検什末端

の骨皮質内に固定する.

移植Iru!により行ない，その中枢端を手関節背側の carpal

ligamenlに縫合固定する方法をとっている.

以上はいわゆる lenodesisにより変形の矯正を行なわ

んとするものであるが， その後 Brandは Fowler法の

ごとく 腿移舶により four tailed graft を行なった後，

その中将封討を権側短下根仲紡胞に縫合し CIynarnic 

lenodesisを行ない桁の矯正を行なわんとする方法を発

表し， Riorcl川も移組縫として腕桃什筋の胞を用い中舷

端を様側手線屈筋版nに縫介する方法をのべている.

さて我々が現在主として行なっている方法は Fowler

法，或いは 仏ancl法に準じ， lTX.いはこれらの多少の変

法ということができるがそれについて与えてみると，ま

ず長い slnpperを用いて planlarislendonを採取する.

アキ レス脱内側の 2-3crnの切開より約 30cmの長い

股が採取できる. つぎにこの両端をそれぞれ 2本にさ

き， 中央を折り曲げて計 4本のいわゆる four tailed 



尺骨神経麻荷。の治療 1045-(δ9 ) 

graflを作製している.

つぎに予関節背面に L字切聞を加え，carpal ligamcllt 

お此よび州桃附i円M守M印未斜胤占端恥潟枇を出札し，また示f指旨尺側，

仮側|リにj法t左L節，什円丹.ι側4似側l刊リI正E司中!線に切!閲泊を加え lal凶e引ra叫1ban吋d を分離

し，つぎにこの切開より虫係筋の canal，rt手官'rJ'間部

を.i!liって手関節背側の切聞に向って阪s移動針子を何人，

さきの fourtailsのそれぞれ を側方切聞に引き出し，

laleral bandにラ セン状に線絡固定， 結節縫合を 2-3

置くようにする.ここで指の仮IJ方切開を縫合し，キノレシ

ュネノレ銅線を M.P.関節屈曲位， 指伸展位として各指

のl主ドを通して京IJ人，この肢位の保持に用いる.

さてここで four la iled graflの中継端を carl'alliga-

IllClItに縫合すれば Fowler法であり ， 校側九l手似{申筋

筋に縫合すれば Brand法となるわけであるが， 我々は

最近後作末端の'円皮質内に穴を開けて埋めこみ，適度の

緊張度で縫合固定する方法をとっている.この際子関節

は背屈位，M.P.関節屈曲位，指伸展位と しなるべく強

い緊仮度で，縫合後この位置で背側に副子をあて圧迫固

定をする.術後 3-4週で自動運動を開始する こととな

る.

さて以上の方法は lenodesisではあるが移柚1院が手関

節をこえて検'月末端に固定されるため手関節の屈伸運動

による dynamicの効果が期待され， また何固定のため

ca'i凶1ligamenl のごと く将来におけるゆるみの心配も

なく， Riordan， Brand のごとく 手根筋も利用 しないの

で子関節の屈伸力減退の心配もない.もちろん sunnell

訟のごとき swanneck変形の発生， 握力の減返の心配

もないわけで成紋も良好のよ うである.

なおり指対向運動再建の手術と本手術とは術後におけ

る同定肢{立がまったく反対であって，両おを同時に行な

うことは望ましくなく 2-3カ月の閣を置いて別々に

手術すべきであろう.我々は母指をさきに，指をあとに

するのをl県民IJとしている.

高位正中，尺骨神経麻療に対する臆移向術

，:品t尺'円相11経麻燥に対しては低位麻庫の場合とほぼ同

様の予術が一般に用いられ，機能的にもこれでほぼ十分

と与えるが， 高位正中神経麻庫では低位麻療のほかに

母 ・示指の厄;山障害が加わるので母指の屈筋l舵には腕機

骨筋が移仙l され， 示 ・ 中指の屈曲には~ ・ 小指の深指屈

筋腿を縫合， [手指の対向運動には環指の&t旨屈筋は麻庫

のため利用できず， しばしば尺側手線屈筋に腿移値を加

えて再建手術が行なわれるのが普通であって，そのほか

'，'hileらは下関節伸筋を母指に移向する方法をのべてい

〆

る.

図 11.河f立ょ丘中 ・尺骨神経l広療に対して尺骨神経を疋中

相ドキモに pcdiclcgrart L 1:こところ.

つぎに正[1'，}ミ，¥，].f41経がともに高位麻療を起こした場

合には機能防'gはきわめて高度で，利用される筋は機f1'

神経支配の筋のみとなる.この際における艇の移向術に

はいろいろの方法が考えられるが，疲痕， J.j筆者の状況よ

りみて腿移II'IM日が;告に可能とはいい得ず，しばしば全屈

筋鍵の桟'1']'への lenodesis， 母指対向位での l司定手術な

どが f!5'Jt;'J.されなければならない.またかかる麻婦の場合

には知覚障再が高度であるのでこれをなんらかの方法で

改苔することは|見移向術以上に大切といわなければなら

ない そのためにはしばしば神経移植術， またfll'経の

ped icle grafl i法も考慮されなければならない. なお刈

度両側神経麻療の場合には longflexorsの麻婦が}JIIわる

ので cla¥. hallcl は発生しないのが普通である. 凶 Il

はその 1例l乙尺骨神経を犠牲にして正中神経に pediclc 

graftを行ない， 長い神経欠損部を架焔して神経縫合を

行なったところを示した.

以上正中，尺什神経腕{療の治療につきその概燃につい

てのべた.
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4. Shoulder girdle syndrome and shoulder hand syndrome 

一一ーその診断と治療一一

高岸直人ド

緒 言 :¥clson testおよび前斜角筋圧節点が有力な診断ヒの予が

今回会長より上記の同組についてなにか話せとの命を かりとなるー特に後首で子指に放散するitliiiはもっとも

受けたが，本学会とはやや主題が離れており，かつまた 有力な子がかりである Adsonの testは前斜角筋合緊

不明の点もかなりあるので，おうけするのにいささか疑 張させて中斜f-fJ筋と第 l肋骨とよりなる三角形の空間を

いを感じたのであるが，過去 l年半広島赤ド子病院，原

爆病院赴任以来，とり扱った;指定例を基礎として，私の

到在もっている本疾患に対する診断法および治療方針に

ついて話してみたい.

Shoulder girdle syndrome 

上!腕 ~II終叢および鎖骨下動的!派または版下動静脈がそ

の定行のいずれかの部において呉常j王迫を受けて起こる

表1. Shoulder gird le synclrome. 

前斜角筋症候群 48例

!!'.il tめ l

Jl}J鎖症候群 5 
過伸展症候群

Shoulder girdle syndrome 25 

86 11'IJ 

必状の総称を“Shoulderg i rd 1じ syndrome"といい，圧

迫の場所!乙よって表 1のごと くつぎの四つの症候辞に分

けることができる.すなわち頒肋， li日斜角筋症候群，肋鎖

必候群，過伸展症候群がこれである.このうち前 2者は

その症状においてまったく異なるところなく， x線仁里1'1

Jめの存在の有無が診断上の差となり ，治療上も煩Jj}Jの場

合切除を必要とする場合があるほかはまったく同じであ

るのでとれを前斜角筋症候群としてのべる.来院する患

者の主訴はいろいろで，頭痛，引JiiL政府，h~甲痛， 手の

シピレ!感，手に放散する路沿jーなどf<I1々 であるが，知覚鈍

麻は手および指，特に第8lJ1Jl髄，第 l胸髄の支配域すな

わち尺骨神経支配域の指に多数にみられ，握力減少，稀

に手立l函に軽度の萎縮，患側の血圧降下があるといわれ

る.さらに交感神経系統の降筈として，チアノ ーゼ，偏

頭痛，手の軽度腫脹，骨組長重症，冷感などあるが高度に

なると指端の&1務形成が起こるといわれているが，この

経験はない.診断に当つては上記症状の有無についで，

• N. Takagishi:広島赤十字病院，原爆病院整形外科.

図1.Adson lesl. 

図 2.Adson test陽性脈波.



Shoulder girdle syndrome and shouldcr hand syndrome 

_， 

せまくして，上腕神経議および鎖骨下動脈を圧迫させ侠

骨動脈の消長を検する方法であるが，このために図 lの

ように十分引を後にそらせ，あごを健側または忠側に回

し， 深呼吸をさせる 図三はその陽性例ω脈伎である.

もちろん本テストが陰性であっても必ずしも前斜1Jjit1i圧

迫の証拠がないとはいえない.陽性であっても必ずしも

前斜角筋圧迫があるとはいえない.前斜角筋がうすい場

合は本疾忠でも陰性と出るし，中斜角筋をはじめ近くの

腿様組織，肋鎖空間でも陽性となる原閃たり得之さからで

ある.また局麻剤を局所に注射することにより l時的に

症状の消失をみることおよび腕の過外転により症状の改

善がれ}られる.筋電凶では fibrillalion， fasciculalionな

ど現われて補助診断の iつとなり得る.本年8月まで 1

年 8カ月間に 48例を経験して治療を行なったがー保存

的療法としてはYlJj椎牽引，ビタミン BI大lE療法}巧麻

1'T1J，鎮痛剤，理学療法を行ない，なるべく外転肢位をと

るごとく指導しているが，本i%i，ぶl乞罷っている大部分の

患者が今までの習慣を変えて外伝l皮位で睡眠をとって，

もっとも楽な姿勢としていたのは興味深いものであっ

た.i¥affzigerは本疾患の原因の lっとして， 成人の肩

が子供に比して下がりいわゆるなで肩となるが，このた

一
コi

寸
」

__， 
「
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めに前斜角筋が緊張するようになり本疾患が起こるので

あるという点をあげ，同を下げないように僧帽筋および

Shou lder gird ltを上げる筋の力を増強し，症状の改善

を，ときには永久の治癒が得られたとのべた.私の例は

入院して湖柑o:1r:引を行なった l例に治癒例をみたほかは

15例lと改善， 5例不変， ほかは不明であるが， 木疾忠

に対する保存的療法が必ずしも効果的でないことがわか

った.保存的療法無効の省に手術を行なったが，手術は

鎖骨上部に鎖fJ'に平行にl淘鎖関節外方 2横指のところか

ら外方に向けて 3-5cmのカラー状切聞を加えて，澗!績

筋を切る 可及的に外的侵I廷を少なくするという怠味で

胸鎖乳突筋を切断せずに駒こ均で内方に引き，横隔肢体I

経が筋映中央を通っている前斜角筋を第 l肋骨附着部の

近くで切断した.切断後は中斜角筋および神経，五01派を

圧辿していると考えられるすべての虫色縦組織を切離して

いる また指を鎖骨，第 1J日'J'民間に入れて圧迫組織の有

無を検している.術後ただちに引地遜引をl用始して退院

まで続行している.表 2のように術後半年以上経過した

手術例 12例中，10 {rIJに好結束が得られたが， 主訴は

種々であり， Adson ICSIは必ずしも陽性でないが，前斜

角筋部圧痛点特に放散指1が本疾忠の診断に重要な役割を

表 2. 前斜角筋定候群手術主i似IJ，

No， I性 年令| 側 [ 主訴，診断および手術所見 成績
一 一一

♀ 28 右
顎，項f自j

(一) 全治
Adson( +)， lEilii点、(十十)

2 ' 舌 I52 右
務信事11経領域主4i麻 斜角神経前 全治

Adson(ーi，正嫡点(件) 筋内埋没

3 
尺骨判11 終 ~Jj域鈍 l保 H['; 厚 全治

Adson(+)， L仁減点(件)

t 51 TJij 頚五三Hii，!ijjj，ii 
動旅圧迫

6カ月後再発
Adso川一)， 圧痛点(朴) j'fJ手術会治

♀ 17 [，fij I 両手Adシsoピレ感 神経i品緊5長 全治
Adson(十)，圧術点(+)

6 1 合 37 右 1
空~j I!ii 

肥以 全治
Adson( +)， 圧痛点(+) 

合 31 右 l 周A手dEs芸o術n( +)， 圧痛点(+) (一)
2週後i1f発，RA-test 
IlM1'L ，Ii手術不変

8 1 ♀ 56 I左 i 正中・尺骨神経鈍麻 改善小胸筋
Adson(:t )， 圧痛点(+ト))(肥厚 切維により治

9 合 127 I 両! 3，A4d ，BJ旨シビレ感
一→全治son( +)， 圧痛点(什) 索ホ状物形成

10 合 33 右
指腫i援，運動制限

不変記執(ー)

11 合 ! 42 
脈持ふれず冷感

(ー)
改善，小胸筋

Adson不能，圧痛点(+) 切離により治

12 平 22 顎肩痛 ・指シビ レ感 肥厚腿様組織形成
全治Adson(一)， 圧痛点(什) 前 ・中斜角筋癒合す

註:(-t+)放散痛， (+)局部圧痛.
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なしていることが，結論づけられると思う.症例 10の

失敗例は我々の手術第 l例で，本疾患に対する我々の認

識不足のために失敗した例で，症例 7は一時症状の消失

をみたが， 2週後に再発し，再手術によるも効果が認め

られなかった例で，種々検索の結果， RA-teStが陽性で

あることがわかり，現在ロイマとして治療を行なってい

る.ほかの比例はやI-I後ただちにまたは数日中にいずれ

も症状の消失がみられ，うち I例は 6カ月後に症状の再

発をみたが，再手術により治癒した.もちろん術後いず

れも日浅く遠隔成績を云々する段階でないことは当然で

ある.手術所見も種々であるが，興味深かったのは侠骨

神経支配域の知党鈍麻を主訴のーっとしていた患畜の上

腕神経叢が，前斜角筋内に侵入しているかのごとき像を

呈していたことで，これが普通の形のように尺骨神経支

配域に知党異常がこなかった原因ではないかと考えられ

たことである.そのほか切断と同時に鎖骨下動脈が下か

らとび出た例，前 ・中斜角筋附着部の一致，阪H装組織の

存在，神経の過緊張などが手術所見であるが，所見が肉

眼的に発見できなかった例も 3例あった.なお 2OlJはほ

かの症候群と合併しており，同時または別々に手術を行

なって治癒せしめている. Telford (1948)， Lord らも

のべたごとく ，この小三角空隙はその解剖学的破絡が多

く，異常圧迫の可能性もしたがって多分にあるわけであ

る. その究明のために 7例の剖検をしてみたが， 左右

差，筋肥大，筋委縮の問題などについてはさらに症例を

重ねて報告したいと思う.本疾患は我々の日常考えてい

たよりも多くみられる.いわゆる 50肩，肩こり症とし

て考えられていたもののなかによく診察してみれば本疾

忠が含まれている.

肋鎖症候群

Eden (1939)， Falconer (1943)， Wedellらにより提

唱されたもので， 鎖骨内側 1/3， 鎖'丹下筋， costocor-

aCQid ligamentを前面とし，第 1肋骨の前 1/3，前・中

h、句h

....___....剛院

斜角筋附者部を後内面とし， JI]ifl '1']'の上縁を後外商とす

る三角腔内における鎖'円下動的脈，上腕神経設の圧迫に

よって起こる症候群で， ~fj骨骨折， j:j'j'庁第 1Iめ'庁の先天

性奇型， お11'11'下筋のfJ~J事， coracoid I igamcl1tの異常など

がその原悶である.我々が日常ill過する本疾忠の代表的

なものは玄いリュックを背負って主主山する際に起こる上

肢の麻庫である.症状はがJ斜角筋の1Ljf?とほぼ同じであ

るが，圧迫を受けるわけで， ffrj李;のhLj冷より血行系統の

症状が強く出ると考えられる.首を強く後にそらし，肩

を後下方に ~I いて鎖'，1'をできるだけ後下方に引き深呼吸

をさせたり ，重いものを下げさせ侠骨動脈のm長を検す

る Eホ:11 testのが診断上の l方法として用いられている

が，この場合表在性制派の怒憶がみられることがある.

しかしこの testも正常人でも 60-70% は陽性に出る

といわれており補助診断として用いられる.前#':f角筋症

候群との差は，前斜角筋に!志麻1fiJを注射しても症状の改

善を得られないという点である.さらに肋鎖空間の両a壁

をなす鎖骨と第 l肋骨の距離の問題が有力な 11l)Jとなる

が，この空間の差をX線上にとるために第 l肋t1の前後

面を可及的に一致せしめるようにt試みた. 足.l_，lf(図 3)

の胸廓の状態によって必ずしも同一にはいえないが，我

々は 55。の傾斜をつけた斜面台に平仰臥伎をとらせ管球

を前面 10。上方より当てる方法を汚策して診断に役立た

せている.治療法は NafTzigerらの筋力増強訓練，前斜

角筋症候群の場合と同じく各種ー薬物および理学療法が行

なわれているが，かなり効果的である.保存的療法で効

果がない例では手術が行なわれているが，もっともよく

行なわれているのは第 l肋骨前方をfj膜とともに鎖骨下

動脈および上腕神経設の下方で約 2cm 前後切除する方

法である.そのほか上墜をなす costocoracoid ligament 

の切除，鎖'11・下筋の離断が行なわれている.本症の 5例

を経験したが治療を行なったものはすべて効来的であっ

た l例に手術を行なったが，患者は鎖骨fJ

‘ 
図 4. X線前後像.
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図 6. X線斜面法 (術後).

変えるべきであろう し，全麻の手術の際の手の過外転は

やめるべきである.本症例 7例を経験したが，全例男性

で治療効果は保存的療法によってもかなり得られたが，

2 {9IJに手術を必要と した. 1例は 42才の男子で手の冷

感と桟1'1'動脈をふれないということで入院した患者で，

前斜角筋部， 小胸筋附着部に圧痛点があり ， shoulder 

girdle s)'ndromeによるものならんと考えまず前斜角筋

を切断，動脈撮影をなしたととろ，小胸筋附着;部に相当

したととろに停止したので岡部を開くに細くなった動脈

をみる ふたたび同部より動脈録彩をしたところ，途中

より模什動脈がふれるようになり術を終った 2カ月後

動脈撮影をなすに，正常にほぼ近い像が得られており ，

thromlosisの発生が，小胸鍛jの庄迫と関係があるのでは

ないかと考えられ興味深いものがあった.もちろん本症

候1t'foが疾忠として現われる場合は Wrighlも述べたごと

〈必ずしも多くはないが，;a外転テス ト が， 彼の~人を

対象とした検査結果では 90% 以上が陽性として出てお

り，私の本院看護学院生徒 60名を対象とした陽性例 39

名，6;;% といずれも高率をしめしているが， この率の

差は私の臨床例が全部男性であったという点となんらか

関述性があるかも長11れない. 以上私は shouldergirdle 

synd ron】eのおのおのについてのべたが， とれらが常に

独立して現われるとはかぎらず重複して起こる場合もあ

り，また外来の 1回の診察で必ずしも正確な診断を期し

得ない場合がある.そこで私は一応原則として外来での

診断名を “shouldergirdle syndrome"とつけ，種々の

検査，治療によりつぎの診断名に移ることにしている.

現在本診断名のもとに治療を行なっているものは表 3の

ごとく 25名であるが， 興味深いのは性別で 6: 19と

女性の方が倍以上多 く， 年令別で 20才代，峨業別で和

図 5. X線斜面法 (術前).

を作り， その治療のために骨移植術を行なった ところ

(図 cl-6)，術後尺骨神経支配域に知党鈍麻，指の開閉

不全，鷲爪形成が起こった. x線正面像での変形は怪度

であるが，斜面撮影法では第 lll}j骨，鎖'丹問の著しい狭

小が認められた.Edenの leslも陽性と して認められた

ので， 肋釘i空間を聞くと著しく緊張した coslocoracoid

ligarnenlがみられ， これを切断するに肋鎖空間の拡大

がみられたので肋什切除を行なわずに手術を終った.術

後X線f象は正常に近くなり尺'nt1jl経麻庫も治癒した.

過{申展症候群

194;) 'jo W right によってはじめて報告されたもので

あるが，彼は多数の剖検例と軍人による調査により ，I院

を外転する場合に起こる上腕神経議および鎖'f'j下または

版下動静脈の圧迫は小胸筋と烏l啄突起とによる部分と鎖

骨第 l肋'I'J・空間による部分の 2カ所によることを発見

し， これによって起こる症状の総称を hyperabduction

叩 lclrol1le(jsl仲展症候群)と名づけた.上腕の過外転に

より coracoid processが下がり神経， 血管に対して

pulleyの役j..Jを強め，小胸筋，coracoid ligamenlが緊

張してj王迫到象を強めるわけである.過外伝により!日JJ.U

空間が:Í;)(小になることもまた当然である.孜々が子ーを~Jj

の後に組んで寝るときによく経験する尺'白神経支配域の

一過性の州、wも本群l乙民する軽度のものでまた全身麻酔

手術後に起こってくる上腕利l経護の麻姉も本群に属する

ものである.泊二状はli日2者と大体似ているが，手を過外

転するという特別な動作が原因としてあるわけで，診断

は容易である.治療としては過外伝により脈械の停止を

みるものは予防的置として手を過外転に長時間おかない

ようにすべきであり，天井を塗るペンキ屋など特殊な手

を泊外転位にして働く省で本症候を有するものは職業を

-
吋↓

一
寸
ぺ
l
斗

イ
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表 3. Shouled girdle syndrome 

性別 ♀ :♀ 

年令 20才代 15

30 グ 5

40 グ

50 If 2 

60 If 

70 グ

治療顎椎至f引

症例 25

6 : 19 

職業男会社員

不明

女タイピスト 10
(和文)

主婦 5 
計算機
そのほかの 4 
使用者

注射・・局麻jil]， ビタミン，ステロイド

l'IT学療法・・赤外線，超短波，低周波

成 績治癒 l 

改芦 8 

不変

不明 11 

文タイピストが圧倒的に多いということである これは

体五のj首加につれて始。ulcler girdleの下降が起こり同

時に同じ筋肉をかなりの力をもって繰り返し使用するた

めに起こる筋肉の肥大，疲労によるものではなかろうか

と考えられる 保存的療法によりかなり効果をあげてい

るが，私は本疾患を和文タイピスト，レジスタ ーなどの

職業病として考えた方がよいのではないかと考えてい

る.会社において 1時間につき 10分間の休みを与え，

休み中は必らず備になって手を外転さして休むよう指導

している.

考按

以上 Shouldergirdle syndrome の例についてのべた

が，1860年 Willshireによって頚肋による上肢，]lJに

およぽす障害が発見されて以来，1906年 Murphyによ

る，j日斜角筋の重要性の発見， 1927年 Slilesの中斜角筋

切出1[， Jl}]1'J切除の必要性の強調におよび， ついで 1935

肩手症候群

1936年 Edeil団 n，Wolferthにより ，ついで 19H年

Askeyによって病像が明らかにされ，上u己症状群の名祢

が生れてきたものである.これは種々の原因疾患または

誘因と思われる疾患な しに起こる上伎の運動障害， 腫

脹， 1玄痛， 血管運動神経障害および栄養Il~';~をいう

Reflex dystrophvのさ らに樫患範囲の広い， j，E状の強

い， もっとも多い形のものであると考えられている.

Steinhrocker は本疾患を reflex clystrol'hv から分出11さ

せた理由として，上肢は比鮫的交感神経が ~~/I'~で， lf(援

または間屡に胸廓内臓器および脳との関連性が強く， さ

らに下肢には類似の疾患をみないという点であるとのべ

ている.また彼は多数の症例の検討から病i設を 3J切に分

けている(表 4)，3ないし 6カ月未満の第 1J明は以因疾

疹Jiii

可動制限

表 4. 肩手症候群の時期による分類.

l第 1J~J (3-6 I第 2J羽(さらI ;;;P.L ;:2 !:I\~~~\I 第 3 !羽i カ月未満) に 3-6:tJA) 
回復可能 回復可能

L司復不能

灼熱，激j，ii 減 ill ン.}.:

そのまま，ま
萎縮肩手に たは減少，筋，
向指占f旨萎縮

血管運動 l拡強一発赤，
熱感

チアノーゼま I (ー)
たは必:白

神経変化|収縮ーチアノ
ーゼ， 冷感

冷感，過発t十 I(ー)

腫iJ長 |圧迫しでも凹 {品E化 IlIf 
まぬ j支!古紙袋失

圧踊 I ~斗所または全 減 i込 減退または
{4;的知|党過敏 消失

栄長院'占 I~之利光沢あ り， 皮膚議，光沢， 委縮i(J記泌，
爪変形，発毛 爪変形，発モ 爪， t行)

骨組長三 斑点状 斑点状 全体的

年 l¥afTzigerらにより頚肋の存在が前斜角筋旋候群の発 患後突然または次第に起こってくる指の修知1，手の腫脹，

生に必ずしも必要でないことが明らかにされた. 一方 修痛，運動障筈を伴える訂の疹痛および迩'動障害がこれ

Eclcn， Falconerらの肋鎖症候群， Wrighlの過伸展症候 である.これらは別々にまたは同時に起こるものである

群とが発見されて現在の体系をなしてきたのであるが， が，n歪肢は指でおしてもへこまず，手指の皮膚鍛袋は消

I}fするに圧迫する場所の差異によってつけられた名前で 失し，緊張している患者ーは通常指を屈曲位においてい

ある.今もっとも圧迫の原因となりやすい組織場所につ る.握力は減少し，上肢皮膚温は上昇している. x線像

いて考えてみると，頚肋，第 7lJr_(j椎巨大様突起，鎖'門・第 は外傷による場合をのぞいては通常軽い斑点状の'1']-萎縮

I肋骨先天性異常，前 2者より拡がっている舵様組織お がみられる.第 2期はさらに 3-6カ月続くわけである

よび軟骨縁組織， 前，中，小斜角筋， 鎖伺sn1 Jl}j骨空 が，子の腫脹も次第に減少して くるが，進行性のもので

問，小胸筋と烏啄突起との 6カ所といえる.したがって は指の屈曲変形，硬着はさらに高度となり，手の皮下組

診断と治療に当たっては常に圧迫部位についての正しい 織，筋の萎縮が明らかになってくる Dupytren的縮様

知識と正確な診断法をもち慎重に処する心がけが望まし の変化が手掌面に現われてくる.骨萎縮はさらに高度と

い. なり，皮膚温も正常に近づいてくる. これまでの時期は
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治療によって回復の可能性がある. i;lH矧は子の栄交障

害と拘縮が高度となり，発毛が指の背古flに老;リ]である.

骨問筋の萎縮，指の屈曲は尺側に'1号明で屈筋胞のj(0納が

出てくる.骨委縮は全体にt広がる 治波は後述のごとく

交感神経遮断が効果的である.私の!X例でも ~I!_状神経節

ブロックが効果的で， 1固ないし 211111こして悠痛の消

失，運動性の改善が得られた. )1百の修婦に対して上腕神

経設の局麻が必要であるとのべている学仔もあるが，私

の場合 1回もその必要性がなかった.民状神経節のブロ

ックは決してむずかしいものでなく，胸鎖関節の直上 l

戯桁のところより霊直に金lを立て，紘突起にさiて血液な

どの逆流がないことを確かめて後五 ccの Xyioca川 を

注射している 成自は 2横指上方とのべているが日本人

では 1横指でよいようである.ブロックが成功すれば，

限裂の狭小，瞳孔の縮小，眼球後退など llorneri，F: I1長詳

の発生とともに疹痛の消失速illJJの改善が数分内に得られ

る.これを毎日くり返していくわけである.8状神経節

の切除の経験はないが，永久的な効果が期待できる.ビ

タミン B，刻の大虫投与， 私はアリナミン .50-100mg 

を静注しているが，効果的であった ほかにステロイ ド

ホルモンの投与， X療法が効!-l~的であったとの報告があ

るが前者においては効果を認め得なかったし， 後者の経

験はない.私はその 14例を経験し治療を行なったが，

まだ日浅く全治例をみない. 9伊jにおいて著しい症状の

改善をみた.しかしいす.れも疾患発生後数カ月にして我

々のところへやってきており，早期発見，早期治療の原

則と離れて治療せねばならず，治療の効果が必ずしも優

秀といえなかった原因であったろうと考えられ残念であ

った.

考按

本症候群の発生原因については必ずしも意見の一致を

みないが， 現在まで報告されている原因疾患別を列挙し

てみるとつぎの 9疾患に分り得る.すなわち idiopathic，

post-traumatic， cansalgia， osteoporosis， post司 myocardial

infarction， post-hemiplegic， post-herpetic， secondary to 

nodular panniculitis， secondary to cervical osteoar-

thr山 s，secondary to vasculitisがこれであるが， 私の

症例は iceiopathic4， post-hemiplegic or hypertension 

6‘I'ost-myocardia 1 infarction 4であった. かくのごと

く種々の疾患、からまったく同じ臨床像が現われること，

この変化は自律神経系だけでなく筋への伝導路をもおか

しているように思えること，上肢への交感神経遮断によ

り必状の好転がí~ られること，および中継神経の一定の

支配節と関係ないことより して交感神経が関係している

と考えられる. たとえば myocardialinfarcllollのあと

求心刺激は心和11経を伝わって T，-1'4の高さで待髄神経

内l乙入り，その強い刺激は internuncialpool に広がっ

てついには前桜を刺激して肩関節の運動障害を起こし，

また一方この刺激が仮IJ角の交感神経中枢核に刺激を与

え，前松より白色交通枝を伝わって出，交感神経節に入

りふたたび灰白交通枝を伝わってもとの脊髄神経節に入

りイチ髄神経節とともに子に伝わっていくと考えられてい

る.OSleoporosisもまた特異であり，廃月j性萎縮と異な

って早期にしかも機能を有する手にmわれてくる.患者

はまず内科医を訪れ，種々治療を行なってのち機能障害

の高度なるため理学療法を求めて送られてくる現状で，

早期発見，早期治療の原則はもとより予防拾置もとれな

いのでまことに残念である. Steinbrocker らの症例がよ

い成績をしめしているにもかかわらず， その成績が悪

< ，ステロイドホルモンの効果が得られなかったのもこ

の点によるものであるう.

結語

以上 shouldergirdleおよび shoulderhand syndrome 

についての診断法および治療法についてのべたが，なお

種々不明な点が多く将来解決せねばならぬ問題が多数残

さ*~ている.
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5.上肢の麻痩に対する治療

佐藤孝三本

上肢麻療治療の特殊性

身体のいずれの部分の麻痩であっても治療の原則に変

りはない.すなわち第 lに麻第そのものの回復をはかつ

て健康体に復州させることであり， ~~ 2に非回復性の麻

鈴Lに対しては不自由を最小限度に止める手段を講ずるこ

とである.

もし上肢麻療の特殊性を云々するならば，それは上肢

機能の特外性から起こるものである.いまヒ肢と下!伎の

機能を比鮫してみると，第 1に下肢は休の支持と移動と

がその主要機能であるのに対し上肢は{本文作にl直恨の関

係がなく，第 2に足惜の運動と知Jtとは下肢の機能上さ

して重要ではないのに対し上肢では木村11の下の機能特に

指の連i1lJJと知覚とがきわめて大切である !T~ 3に下肢の

両度麻療では治療に際して下肢全体の形をととのえ 3大

関節の安定化をはかればおおむねことがたりるのに対

し，上肢では与うかぎり末梢の子の機能の改普にうfj]し

その手のi機能に応じて中村Z側の機能を削節する必~ーがあ

る. したがって下肢の粗大さに対して l二肢の繊tlllさとい

う点が 1つの特妹性といえる.

以)li:約 2勾閣の私どもの末梢神経娼{お例 150例の統

計は点 lのごとくで， 上肢麻捧 130例 (87%)に対し

て下l民麻態は 20例 (13%)である.下肢麻俸が少ない

のはJ忠者が到Jきにくいこともあり，またその不自由が少

ないために来院しないことも考えられるが，上肢麻俸の

数が笑際に相当多く，かっ不自出を訴えるものが多いこ

表1. 末精神経損傷 150{9IJの内訳

(昭和 34年 10月-11百和 36年 9月).
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• K. Sato (助教授):東京大学整形外科.

とは明らかで，上肢麻療治療の重安性を民自きしている

ものといえよう.なお上腕神経議麻療が 39例もあった

ことは注目すべきである.

末梢神経損傷の診断

上肢麻艇の治療に当たってまず必安なことは神経損傷

の部位とその麿nti(程度)を診断することである 以 F

診断上私どもが前・用している方法について筒市にのべて

おく .

1.知覚障害の決定

1) ノレーレ y トによるJ克界判定

2) Frt)' ffJ')! tによる触覚障害の判定(1.0 g， 0.:; g， 

0.3 gの 3.f<liの Fre)'haiJ を用いる).

3) 重[u:~I百党arによる J，肩 '1t陪'~の'j" Jíι(:~ .O g ， ~.Og ， 

l.Ogの3.fol!をJln、る).

4) 2点、滋別:11:の判定.

5) 立体党の判定(私どもは CoinlC8lを'/iiJlJ). 

6) 音叉によるj震動党の判定.

7) 発汗試験(広範凶には Minor法， j行尖に!;.ニン

ヒドリンJ去をJiiいる).

8) }x府l白流抵抗検交(7)項の発行試験よりも簡単

であるので常用する).

9) 紬栄j又身、!日f験(lJ凶aminflare test). 

10) Tinelの 8lgn.

2. 運動障害の決定

1) 徒手iJ7j)Jテス ト

2) 和11終幹(正気)刺激伝導試験.

3) 筋屯以1.

4) 強さJlJI問Jrtll線.

5) 箇比政経i比

3. 診断に当つての注意事項

1) 神経支配の破格

運動神経のlMli絡は母指球筋部に多<，全母指球筋が尺

骨神経のみの支配を受けたり，正中神経のみの支配を受

けたり， 1筋が両神経の 2重支配を受けたりその破絡は

複雑である Seddonは教科書の通りのものは 3分の l

にみられたにすぎないといっている.また知党神経にも

破絡が多く ， 各神経固有の支配域 (areapropria)は正

中神経では示指尖，尺骨神経では小指尖のみであり，桃

骨神経では存在しないといわれている.このような巡動



のである.

Nellra prax iaの特徴としては 1)運動麻療が尚皮なの

に知覚麻嫁が軽度かほとんどない， 2)皮膚毛気抵抗お

よび発汗試験は正常， 3)神経幹電気刺激に反応する，

4)強さ期閣曲線で変性像がない， 5)筋fEL凶所見で

自brillationvoltageがないかあっても少い， 6)保存的

療法により速かに回復するなどの点があげられる.

Axonotmesisと neurOlmeSlsとは麻療の回復状況によ

って区別するほかなく，そのためには参考として Tinel

の signの経時的推移をしらぺ， また神経損傷部位とこ

れにもっとも近い筋の神経刺入点との距離から大体の神

経再生予定日数を計算し，その日数が経過しでもなお筋

に筋電図， そのほかで再生の徴が現われなければ此u-

rotmeslSと判定する.しかし神経再生にはいろいろの条

件が関与するし neurapraxia， axonotmesis neu rOLmesis 

の3者が混在することもあるので診断は必ずしも容易で

はない.

末梢性神経麻療に対する神経手術の適応

1. 新鮮開放創における神経断裂

1) 手術創に準ずる清潔な切創では正規の神経縫合を

行なう.

2) 挫滅創や!感染創では!!!~理な縫合を試みることな

く， 1-2針で神経断端を近接させるのみに止めて 2次

的縫合に期待する.

2) 創を有しない麻簿

Neura praxiaと診断されれば保存的療法に終始する.

Axonotmesisは保存的療法を主体とし，回復が思わしく

ないときには神経剥離を行なう Neurotmesisは子術的

療法の適応である.

3. 上腕神経叢麻簿

この麻療では rootavulsion型と叢以下型とを区別し

て考えなければならない. Root avulsionでは神経回復

の見込がないので速やかに機能再建術を考肱すべきであ

り，叢以下の損傷では若干回復の見込みがあるので両者

の鑑別が大切である.その鑑別に当つてはつぎの事項を

参考にする.

1)筋力テス トを行なってチャ ート を作りこれを

Maigeの図にあてはめて損傷部位を推定する(図 2).

2)横隔膜相11経麻庫，前鋸筋麻療， Horner症候群の存在

は rootavulsionを疑わせる 3)Root avulsion は節

前損傷 (preganglionic injury) であるから Histamin

f1are testが陽性に出る. 4) Myelography で造影剤が

脊椎管外に認められれば綬護部の破壊すなわち root

avulsionが疑われる(図 3). しかしこれらの検宣で常

1053-( 97 ) 上肢の麻療に対する治療

および知覚の破賂が疑われるときには，神経幹の屯気刺

激を行なったりプロカインブロックを行なったりして精

査しなければならない.

2) Trick rnovement 

桔抗筋の収縮に際して起こる関節運動があたかも麻疲

筋が働いて起こったようにみえるものや，拾抗筋の弛緩

によって肢位がもとに戻る rebound movementや， 電

力によって関節が動くものなどを麻療筋の働きと誤認し

ないように注意する.

3) Supplementary rnovernent 

隣接筋が麻疹筋の機能を補うために麻捧筋が働いてい

ると誤認させられるものを指す.

1) Misdirection 

神経恒傷の治癒に当って神経線維の交錯が起こり奇異

な運動を起こすもの.

5) 重複麻痩

ポリオの上肢の1]・折による麻療が加わったような場合

である.

6) そのほか

幼児では理解力に欠けるので応答を必要とする診断法

は不確実となりやすい.成人の詐病にも注意しなければ

ならない.

4. 末梢神経損傷の種類の判定

Scddollは図 lのような neurapraXla，
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図1. 神経損傷の分類 (Seddon).

ncu rotmesisの 3種の分類を提唱している. Neurapraxia 

は軽度の損傷で局在的な demyelinationと一過性の刺激

伝導障害とが起こるが Wallerの変性は起こらず短期

聞に治癒する Axonotmesisは axonが離断され Waller

の変性が起こるが stromaおよび endoneural tube は

述続しているもので， axonの再生がもと通りに行なわ

れやすく予後は一般に可良である Neurotmesisは神経

全体の断裂で手術的侵襲を加えないかぎり回復しないも
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長0，男，23才，左上腕神経叢麻1車.

図 2. Maigeの図に筋力テストの値を記入し点線(矢印)の部の損傷を推定する.

にはっきりと出るわけではないので，要すれば局所を手

術的に開いて検討する.

4. 正中神経麻痩

正中神経支配域の運動と知覚とは上l皮機能においても

っとも重要なものであるから，できるだけその回復に努

力する.神経手術として通常行なわれる剥離，縫合，遊

離神経移植のほかに特殊な場合に有茎神経移植と神経血

管有茎皮膚移植とが行なわれる

有茎神経移植は図4のごとく，正中・ 尺骨両神経がと

もに広範囲に損傷されていてそれぞれを修復することが

不可能な場合に，まず中枢側の両神経端を縫合し，尺骨

神経には中枢側に切り込みを入れておき，正中神経の再

生 axonがこの尺骨神経の切り込みに達する時期を待っ

てから，切り込みの部を切断してこの部を正中神経末梢

端に縫合する.この場合に尺骨神経はまったく犠牲とな

るが，大切な正中神経の回復，少なくとも知党のある程

度の回復を期待するわけである.

神経血管有茎皮膚移植は正中神経支配成の知党回復が

まったく矧待できず，尺骨神経支配域の知党が健全な場

合に行なわれる手術であって，図 5のごとく尺'円神経支

配域の皮膚の一部を神経血管をつけたまま皮下を通して

正中神経領域に移植し，たとえ小範囲でも知党を獲得さ

せようとするものである.

麻俸の機能的回復を左右する要素

麻療の治療に当って大切なことは，神経そのものの回

復をはかるのみでなく麻庫肢全体の機能的回復をはかる

ことである.それにはつぎの事項を念頭においておく必

要がある.
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図 3. ミエログラフ ィーで椎管外に造影剤の脱出が認め

むれる.

'ーー一歩

1.神経の回復を左右する要素

1) Neura praxia， axonotmesis， neurotmesisの別.

2) 損傷機能として単純な切創や mildな圧迫は予後

が良好であるが， f坐滅， 牽引， 大きな断裂は不良であ

る.

3) 損傷部位は中枢に近いほど不良.

4) 神経の有l'trlでは知党神経は長年にわたって回復す

る可能性がある.神経別では侠骨神経が予後比較的良好

で尺'rJ-1'IlI経が-1Jj:思い.

5) 損傷神経周辺の骨関節および軟部組織損傷の程度

が神経修復に影響する.

6) 手術は遅からず早からず適当な時期に行なわれ，

その方法に誤りがなく，手技は正確綿密で，人員設備が

ととのっていることを要する.神経縫合用の細い縫合糸

がないという一事が神経縫合の予後を著しく 悪化させる

ことを与えなければならない

i) 全身状態良好で年令が若い方が予後がよいのはも

ちろんである

2. 運動性の回復を左右する要素

1) 筋の萎縮変性

2) 関節拘新j.

3) 骨変形.

いずれも予防がきわめて大切であり，理学療法， splint， 

運却~*di習を~立に行ない， f]"変形は必要があれば矯正す

る.

/ご¥

ーノ一一一一 一
N. uln. N. med. N. uln. N. med. N. uln. N. med. 

図 5. 神経血管有茎皮膚移値 (皮下を通して

移値する ).図 4. 有茎神経移値の例，尺骨神経を犠牲にして正中神経に有茎移櫛.
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3. Re-educationを左右する要素 術における特色として考えておくことは，

1) 適当な splintの 使用1.知覚麻療がないので運動機能だけを考えればよい

2) 運動練習および機能訓練の設備と適当な指示監督. 手IJ点がある.

3) 患者の協力 2. 麻療の分布が広くかっ不規則なことは， 個々の症

4. 社会環境への適合 例について十分な検査と検討とを必要とする.

診察室で機能良好と恩われるものが，社会復帰におい 3.上肢では関節拘縮が一般に怪く， 皮膚および皮下

て常に良好といい切れないところに機能的要請の複雑さ 組織の状態が良好であるから挺手術には都合がよい.

がある 4. 手術後の組織反応が少いことは!舵手術に適してい

上肢麻療の機能再建手術 るが，縫合郎や骨の治癒が遅延することを忘れてはなら

神経の回復が期待されない段階に至れば機能再建手術 ない.

を考J，j}しなければならないが，その際に注怠すべきこと 脳性麻療の上肢麻痩

はつぎの通りである. 一般には全身的変化があり，局所治療が全身におよぽ

1. 忠肢に対するほかの四肢体幹の要請. す影響をみきわめることが困難なため手術的政法の泊泌

他側上j伎にも麻療や変形があるかどうか，利き腕か否 は少し機能訓練，職能，JI峨，装具療法などを.:U，j;とす

か，必」iE杖を使う必要があるかどうかというような点で る rahabiJilatiollにたよることとなる.しかし極性単麻

ある. 疲で随意運動がかなりできるにもかかわらず，部分的な

2. 年令 約締が強く起こっているために不 I~ Ll3がはなはだしい場

幼い子供では'月関節への侵襲を避けたい. 合には，匝~の切断或いは延長により拘縮を緩解した上

3. 1生 で，適当な阪II移行あるいは関節のJ.!:.J伎位固定などを1J11え

女性と男性とで上肢の使い方に質 ・量ともに差がある. ることにより機能改善を期待することができる.

4. 職業 症例提示

もつものの大小， 組大な仕 'J~かこまかい手先仕事か， 1. 手関節部切創による正中・尺1J-両神経切断に対して

どのような肢位でどのような運動をするのかなど・ それぞれの例l終縫合を1iなった例.

5. 慣れの程度 2. 桜1]"円折に伴う 1[[同11経切断で間隙の大きいもの

経過年数の長い府、停では慣れのために不自由が案外少 に遊離皮神経移舶を行なった例.

いことがある.再建手術がかえって不自由を増すことさ 3. 犠骨神経麻療に対して Hass手術を行なった例.

えある 4.母指対liIJ筋月括的に対して Bunnell法によるfI}佳子

6. 患者および家族の協力 術を行なった例

両者がよく理解納得し治療に協力する見込があること 5.母指対向筋麻路Eで))!1);(が得られなかったものに M.

再処手術の基本として考えておくことは， exし brev. の tenod凶 15 を行なった例.

1. 手の posilionof funclionの獲得 6. 阻血性向縮の l型に対して阪n移行術を行なった例.

2.腿移行に当り力源としてなるべく synerglst の隣 7. 存髄偏傷で指屈筋が麻涼したものに M.flex. carp. 

接筋で必要に近い ampJitude を有しかっ腿走行に無理 rad. を移行した例.

が起こらぬ筋をえらぶこと 8. ポリオの上肢麻俸に局関節癒着術， 肘関節屈筋形

3. 力源となる筋がないときには機能的に有用な肢位 成術 (Sleindler変法)， sunnellの 0ドponoplast) を行

での関節制動術，関節癒着術などを考える. なった例.

4. 関節拘縮はとりのぞいておく 9. 肘屈筋麻埠に M.pecloralisをブJJ;;(とし， 前腕回

5. 搬痕はとりのぞき， 要すれば有茎皮弁移植を して 内拘縮に M.flex. carp. uln の移行を行なった例.

おく 10. 肘屈筋麻療に対し線維化した M. bicepsの筋腹

6. 知覚麻庫に対しては rOlationfla p或いは血管神経 を M.pecloraJisにつないだ例.

有茎皮周移植を考える 11.肘屈筋麻療に対し M.peclora 1 isを移行した例.

ポリオの上肢麻庫 12. 脳性麻熔の特殊例で強い母指内転，示指屈l泊拘縮

この麻療の 50% は3カ月以内に， 70-80% は6カ に対し母抱内転筋の den円 val山 1， 示指屈筋腿の切断と

月以内に回復するので治療方針はたてやすい.その再建 これに対する中指 Flex.subJ. の移行とを行なった例.
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13. 脳性麻療で手関節および指の屈曲拘縮が強いもの

に対し，手関節良肢位癒着と手関節屈筋を Hassに準じ

て指伸筋に移行した例.

14. 完全上肢麻療に対し肩関節を軽度外転位で癒着術

を行ない，版下に物が挟めるようにした例.

15. 全身の高度な麻療を有するポリオ!rt者に対するア

メリカの病院の処置.

以上の諸症例のス ライドを供覧して私どもの意見を附

加した.

結語

上肢の麻療に対して私どもが行なっている検査法と診

断の根拠ならびに治療方針についてきわめて総括的にの

ぺ，症例を提示して若干の説明を加えた・

津山助教侵のご媛助を多とし謝志、を表する.

↓'」

↓
l
寸



i051:H 102) 

IV. 招待講演

1.手舟状骨偽関節に対する手術的療法

一一 皮質ー海綿骨骨釘掌側侵入路による一一

Dr. OUO Russe 

Unfallkrakenhaus ~'I e idling Vienna XII 

適切な手術手投と後療法によって，手舟状骨偽関節症 用する目的は，皮質骨が両骨片間にまたがり強固な|司定

例の 90%以上に， 強固な骨癒合と重労働可能の完全能 を保ち，同時に海綿fJが骨新生を促進するという点にあ

ブJとが再建され得る・ り，きわめて重要である・

r:-I家治験例 100例以上を含む・ 4) X線持11;;多，縫合，ギプス固定

適応 手術的に穿除した部位の範囲と，その骨洞充況の結果

我々の選んだ手術の対象はつぎのごときものである・ を験するため X総出影を行なう切合もある， I対節褒t'C.

1) ギプス固定後に起こった少数の偽関節例 1-2主|縫合を行ない，圧迫帯を除去して;(:IJを閉じる・

2) 受傷時，医師の診療を受けなかったため見落され 術後のギプス固定は肘関節より I寺指・においては末楠

た症例 措関節.ほかの丁れ引においては中手指関節までとする

3) X線診断の欠除，ないしは不十分なX線撮影手技 が，ギプスの硬化次第，字面の全長にわたって切り開い

のため骨折を看過された症例 ておく. 術後 10日自にて抜糸し，1!民側キ‘フ。ス包帯?を行

手術時期と選択 なう・特に手学部をよく適合させておく.手術の|材難な

我々の症例における手術時期の平均は，受傷後 6カ月 例では，最初のギプス包帯を手指の先端まで行なうこと

ないし 2年であった. もある.

偽関節陳旧例は，手関節に高度の変形性関節症様変化 ギプス固定は，術後 3-4カ月間十分強固であること

を認めない場合にのみ手術適応となる. を要する.また術者はギプスの固定の状態を 2週ごとに

手術術式 検査しなければならない.

1) 掌似IJ侵入路 5) ギプス除去時のX線検査

舟状骨の血液供給は主として，背側より行なわれてい ギプスを除去した際，以下のごとき多方面よりの舟状

るため，この損傷を避ける目的で，掌側より侵入する. 骨X線検査を行なう.

皮膚切開は，検腕屈筋騰のすぐ検側におく， 1健を尺側に (1)手指屈曲位における背掌方向像

牽き，舟状骨に達する. 榛骨動脈は十分校側に位置しこ (2)前腕 時-20。回外位における問機方向像

の侵入路により損傷の危険はない.手関節の十分な背屈 (3)側l削象，すなわち w回外位像

によって，偽関節の部位は判然と展開される (4)前腕 時-20。回内位における背学方向像

2) 舟状骨両骨片の穿除 X線像において完全なfJ-癒合の像を得られない場合は

両骨片の掌側壁を幅 5mmのノミを用いて開きかっ， さらに 4-6週のギプス固定を附加する.重労働，また単

16x8x8 mmの大きさに穿除する. 車乗車などはギプス除去後3カ月聞は避けるべきである.

3) 骨空洞の充填 6) 遠隔成絞

30x 10x 10 mmの移植骨片を患者の反対側腸骨櫛ょ これらの症例において，術後 10年間の臨床的にX線

り採取する.海綿骨質のみな らず，皮質骨質の一面を合 学的検査によって手関節の完全な無痛の運動性と労働能

む 約 14x6x6mmの骨釘を作成する. この骨釘を上 力を得ている. 5-10年経過の陳旧例にあっても， 手術

記の骨空洞内に充填し間隙には 1-2mm大の小海綿骨 時，重症の変形性関節症様変化を示さないものでは同主要

件を固く，かっ完全に充填する.皮質ー海綿骨骨釘を使 の成績が期待し得る.
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2. 手の皮肩移植術の趨勢

George V. W ebster， M. D.， F. A. C. S. 

Pasaclena. Cal. U. S. A. 

皮h可移値は 19世紀半ば Reverclinによる pinchgraCt ことなく自然治癒を営むことすらある・しかし手背の関

および Ollier，Thiersh による lh，n Sp!il skin graCt 節にまたがる搬痕では皮膚移値をしなければならぬこと

の記故以来 3つの大きな段階を経て発展してきた. もある.両手の火傷では重篤なものが多いので，できれ

第 l期は皮肉探取ならびに移植片の移植床への生着の ば手術は一方ずつ行なうがよい.

手投自体の問題解決に努力された時期であり，第 2次大 電撃傷は深く，かつ広範な組織壊死をきたすので l次

戦直前 Padgeltdermatomの出現が皮膚移植の第 2の発 的移植は不適である. 化学薬品による損傷も同様であ

展段階を開いた. る.

第 3の段階は第 2次大戦より現在にいたる時期である. 軟部の損傷部が完全に壊死し，境界が分離するまで包

Paclgelt dermatolll は多くの改良が加えられ， 現在は 待，薬浴で化1誌を防止する とともに早期に運動を行なわ

rubber cenment不要の Vacutome (Barker) があり， しめて，関節機能をできるだけ保持せしめつつ，時期を

演者はこれを愛用している・ 待って皮腕移11Mをする.

皮膚移植の手伎については第 2次大戦中および朝鮮勤 X線による損傷も広範囲でしかも深部が癒痕化するの

舌Lの経験に基っ・き大きな進歩をとげ，手投は確立され， で， しばしば{T.-t= f~ hi'l;o，必要である.

従来の決7~は減少し， 優秀な結果が似られるようになっ そのほかの皮門移値の必袋となる疾患は化般によるj文

た(これらのtft移についての内容は省lsd). Ti可欠航，服!i，5の封IJ出後の皮月可欠損などである.

とこでは主として手の外傷，火似に対する皮門移拙の 手技

道:k;，r伎などについて述べる Thicksplit grart 移随には細心の注意が:必~~である .

適 応 採取後移仙まで，食温水をi浸したガーゼ上におきタオノレ

Bunnellは皮府と皮下組織を樹木の樹皮にたとえてい でおおっておく.

るが皮門欠損は深部組織の損傷をも伴うことが多く，欠 移植するまで食温水中に浸したり平板上に拡げてはな

損部の被覆はきわめて重要である. らない. とれは着床に有効な自brin形成の刺激をうたう

外傷による指の皮膚切創や欠損に対してはただちに縫 からである.同織に talcum吸収性の物質が皮阿南に附

合を行なうか， split graCtを行なってまず創を閉鎖し必 着すればこれが異物性反応を起とし，活着に失敗する l

要に応じて後に再建手術を施行する. 因となる.手袋なども術前十分洗糠するなどの注窓が望

手袋状に皮府の剥脱する avulsions では 血行が障害 ましい.

されるのが常であるので無理にこれを引き伸ばし，これ 理怨的な移植床は表面の綴痕を除去した直後の栄養の

の位置に縫合するよりは，ゆるやかに整復後，皮膚の不 良い無菌の創面を指し，火傷または肉芽創では分泌が少

足した部分に皮膚移植を加えた方がよい.もし先端部が なく， 清潔かつ鮮紅色の状態をいう.

すでに壊死におちいっていれば，一次的に除去して皮1:可 このような条件を得るためには食塩水を浸したお11い

移植を行なうべきである meshガーゼで創を被麗し頻回に交換する. できれば 2

火傷も皮肝移舗のよき適応である.小児では手学部， -3時間ごとに取換えればさらによい.

成人では手背部に火傷をうけやすい.手:'j1:部では娘痕拘 手部の移値片は一枚の連続片として用いるか，或いは

紛の傾向が強いので頻固に皮膚移植の必要があり，数年 2度または 3度の火傷創が混在するときは切手大と し

問にわたり治療を要するものが少なくない. て，移値する (Stamp'graCts).これで創面は被覆され治

手背の火傷創はできるだけ早く皮膚移植を行なうべき 癒は促進される.その上残存する表皮の損傷が防止され

で， 強力な屈筋が移植片を伸展させる傾向がある.それ 得る利点がある.

ゆえ，第 2皮の火傷でも手背では往々拘縮を引き起こす 切手大の移値片を用いた場合，後に皮膚切除を行なつ
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てふたたび全域を皮膚移縞しなおす.この Stamp-gral臼 とも 3カ月は待ち， 手術に際しては移値皮膚の 1/2は

法は容易であり移値後は荒目の meshガーゼでおおい局 剥雌せぬように注意する.これは折角活者した皮膚の血

辺は皮I舟と collodion で固定する. 火傷後の肉芽創に 行が遮断せられ主主死におちいりやすいからである.

s ta mp-gra fts を行なった場合，移植片の周囲にJÞ~Jが貯溜 後療法

し，活着を防げるので 2-3日後には包帯交換を行なう. 移値皮!奇および移植床は術後必ず収縮するのでこれは

手掌部に移随を行なう場合， 術後の機能を考成に入 当然予防しなければならない.

れ，縫合部の椴痕が手掌屈曲uもを横切らぬ点など細心の 手:!it部に移植した場合は指伸展用のスプリン トを用い

注意が必要である. 払J縮を予防するが，背側では屈筋が強いのでその必姿は

Pneumatie tourniguetの使用，縫合の方法については ない.

省略する. 指関節特に P.l.P 関節の強直は屈筋の作用を障害す

有茎皮膚移植は広範囲の場合にのみ行なうべきで，指 るゆえ，着脱可能なスプリントの使用な運動練習が必要

、の小さな皮膚欠損などには用いてはいけない.我々はビ であり，長期にわたる拘縮では関節褒切除術も試みるぺ

スケッ ト型に盛り上った不恰好なものをよく見かけるが き方法である.

これはむしろ有害無益である. 合併症

大きな欠損を被覆するには腹部よりの有茎移植 (open 化膿，出血は手術を不成功に終らせるもっとも多い合

llap lype of abdominal pedicle) を用いる. この際血 併症であるが，前述の適応，手技に佳意すれば防止でき

行を障害されぬ程度に薄く脂肪を除去し，基部の幅は長 る.

さよりも広くとらねばならない 2週後に茎部は切離 ただし， 移植皮膚の色素沈着は解決困難な問題であ

.L，移植部の腿または骨の手術を施行するまでに少なく る.

1.母指対向筋麻療の手術

'V. Sanchis.Olmos (Madrid， Spain) 

2. 深指屈筋鍵断裂に対する臆移植術

Guy pulvertaft (Derbyshire， England) 

v.学術映画

3. Krukenberg手について

K. E.， Kallio (Helsinki， Finland) 

4.小児上 ・下肢切断患者の訓練

Alfred B. Swanson (l¥lichigan. U. S. A.) 
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編集後記

* まずおわびしなければならないのは，日本手の外

科学会のご好意で本「整形外科」誌別集として，その内

容の掲械を許されたにもかかわらず，かつ編集員の献身

的の努力にもかかわらず.その発行が非常におくれ，本

号・js，!夜の 1961年度学会;己録が次回すなわち今年度の

1962 "r: 10月岡山市ですでに行なわれたm6目白木下

の外科学会までに皆さまのお子元に同かなかった 'F~たで

ある とれについては今年の!:lH回手の外科学会で天児

教授の強いお叱りを受けたと南江堂の編集者が恐縮して

いたが，このお叱りはまことにごもっともである.筆者

は当円は同時に行なわれた仙台での災害医学会のために

手の外科学会の方へは出席できなかったので，おわびと

共に釈明する機を失ったが，このように発行の遅延した

理由の主なるものは，第 5回学会の原稿のすっかりそろ

うのに子間どったためで，ことに外人の招待講演の疎訳

に手閣がとれたらしく ，それがようやく南江堂へ送られ

てきたのが今年の 6月であり， それからただちに原稿

の?摂理，編集，組み，校正などにかかってようや〈今，

出来した次第である・日木人の一般の演者の方々の原稿

はずっと前にいただいていたので，この事情をご存知の

ない方にはさぞ不満の思いをされたことと思う.いずれ

にしても前年度の学会の記録が少なくともその次の学会

までには出るよう，学会の会務担、円の方々と共に編集者

も努力したいと考えている.

安 手の外科乍会もイ!ニ々さかんとなって，いよいよ本

格的の一つの独立学会の形をなしてきた _.般九u也 34

題のほかに研修会，:1'宮f抗持演，~t術 11央固など，発会以来

わずかの年限でこのように発展を示してきた学会はそう

多くないのではないかと思う.こうした木来の笹形外科

学会に深い関係をもった近視ないしは分化小学会の!HJ催
様式やその時期，本学会との関係などに今後いろいろ問

題が発生してくるのではないかと樗えられる.しかしこ

うした特殊な部門に限って，それを深くえぐり，専門，

同好の士が集って研演の実をあげるととはきわめて有用

かつ大切なことで，その;怠義は高く評価されてしかるべ

きであると思う (8.!生)

一一寄稿のさだめ一一

1) 綜説，論説，進歩，基礎との境域(400字詰， 10-20枚).

等一線実地臨床家のための補習講座的のもの，整形外

科ぽi域に関する調査またはul設的意見，わかりやすい綜

合的紹介記事.

2) 原著・経験と考察 ・整形手術手技 ・海外見聞 ・臨

床諮必 (400字諸， 5-10枚).

3) 小臨床室(400字詰，5-10枚).

4) 学会だより(400字詰，5-10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)せいけい随筆(2-10枚). 

7) そのほか援形外科およびその境域に関するいろい

ろの臨床テー<.

寄稿について 口語体・ひらがな横書で平易・明l僚に，

かならず新かなづかい，新医学用語を用い，欧文，数字

は特にはっきりお書きください.外国語名は外国綴に外

臨時定価

予約購読料

￥ 400.00 

(概算)

(ゲ )

〒 24.00

l半 3，600.00
年購 1，800.00

国名はカタカナで，数量を/}¥す文字は， m， cm， Inm， 

JJ.， 1， cc， kg， g， mg 等をお用いねがいます. そのほ

か図 1，図 2，一一表 1，表 2，一一症例 1，症例 2，一一

iT~ 3指，第 4，m，一 -;n12胸惟 (sW.XII)， in 5附佐

(LW. V) oy，の用例におしたがいください.

なお著者名にはかならず常用されるローマ字綴り をお

書きそえください.

写真は特に鮮明美泌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 (3.，111m 型の場合はTキL型

程度に引伸して下さい)• ご希望によって彩色版も例府

しますが， この易合は彩色版代と印刷代だけを著名ーに九

但していただきます.

別冊は 30部を贈呈いたします.それ以上ご希望の場

合は 100部単位を実質で提供いたします.30部以上ご

希撃の場合は原稿に部数を朱記してください.

勝お申込みは前金にて 為替または振替にて南江

堂あてご送金ください.ご転居の際は新旧ご住所と

「整形外科」とをご記入の上お知らせください(前

金申込の方は送料木社負担).

月刊 整
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