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1. 第 9回日本手の外科学会評議員会

1966年 3月 27日・於東京プリンスホテル

片山会長 それでは評議只会を開催させていた xきま

す.この 1年閉会長をやらさせていた Xきましたが，今度

の学会の開催がし、つもとはちがし、まして，ずっと整形外

科の学会に近寄ってまいりましたが，これがどういう不

便がありますか，便利がありますか，今年試みていた X

いて，またどういうふうにするかご検討をいた xきたい

と思います.まず，会計報告からお閉し、をしたし、と思い

ます.

天児 紙に，'r.¥..、たものが皆さまのお手許にいっておる

と思います.普通の会計報告とかわっておりますが，会

費の未納者が多いので.....請求しますと， 38年度の会

費まで・わざわざお払し、になる方もございますし，それか

らもっと面白し、，一一面白いといったら怒られますが，

一一34年までいっそのことめんどうくさL、から，払っと

くという方もおられます.こう L、う変な会計報告になり

ましたが，とにかく現在はなかなか金持ちです.828，026 

円あります.それから，学会の開催費として 20万円を差

しあげております.そのほか通信費，事務費，人件費，

これが 47，000円，合計して 29，0190円ということにな

りまして，現在は 537，000円残っております.現在のと

ころ，会員数は申し込まれておられる)'jが 1，041名です.

幸いにして物故者はないようであります.それから，会

費をどうしても納入にならない方が 2-i1名ありますが，

これを今後どうするかということですが，・・ーまず，そ

の前にこういうことです.

片山 以上の1報告でご承認をいた Xけましょうか.

た工いまのお話しの中に，どうしても会践を納めない

方がある.その方をどういうふうに処置するかという問

題が出ておりますが，これはどういうふうにいたしたら

よろしゅうございましょうかcr一度やめて改めてはいっ

ていた xく.....Jの声あり).千年通は 2年か 3年で退会

ですね.3年で切りましょうか

それでは会計報告のほうはそれだけにいたしまして，

議事のほうにはいらせていた xきます.

最初に InternationalFederationの問題につきまし

て，実際においでになりました諸宮先生からご説明を願

いたいと思います.

諸富 片山会長，天児先生の指命をおびまして， r手
の外科学会Jの国際連合組織を作るとし、ぅ呼びかけを，

今年の手の外科学会の会長のアメリカの Barskyさん

から，昨年連絡がありまして，私いってまいりました.

そしてアメリカでは Barskyさんが出られまして，

secretaryとしてカーチスさん，イギリスからは Stack

さん，フランスからは Cochinの Tubianaさんがきて

おられました この方は今度の国際整形外科学会のプロ

グラム委只になっておられるようであります.それから，

イタリヤからはボノーラとし、う方が，モデナ大学の教授

で，Putti先生の門下生だそうであります. フラジノレか

らはベノレネ ーという方， ドイツからはパック グラムなに

がし， この方はハンブノレグの Unfallkrankenhausの人

であります.スカンジナピア代表としましては，スエー

デンのマノレメ ーのゼネラノレホスピタノレのカノレスタット，

この方がお見えになっておりまして，それと日木の 8ヵ

国で会議を聞いたわけであります.

ところが ZancolliとLづ アルゼンチンの方ですが，

この方がオブザーパーとして，お見えになっておりまし

た.これはアノレゼンチンにも手の外科のクラフがあるそ

うでございますが，まだほかの国の人Aがそれを学会と

して認められなし、から，もう少し準備を整えて将米参加

するようにという話でした.

会議の内容は，まずこの会議を InternationalFede-

ration of Societies for Surgery of the Handとし、ぅ

名前をつけたわけで・す.そして，こ の会議がおのおのの

属している国の手の外科学会に対して下渉するものでは

ないということをうたってあるわけです.それから，第

2の目的としましては， こういう国が集まりましていろ

いろな Society間の緊密な連携を保つこと，知識をお互

こ交換していこう ，そういうことを促進しようではない

かということ.それから，いろいろな国の研究とか観察

とかの機会を広く持つようにしようではなし、かというこ

とです.

4番目には， t~Î語の統一ですね. 奇形の ciassi自ca-

tion， 手の災古の判定，そういうもの L基準をきめてい

くように，これから努力しようではなし、かということで
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す.そして，現在のところは AmericanSociety for 

Surgery of the Hand， BrazJian Society for Surgery 

of the Hand， British Hand Club， German Speaking 

Society for Surgery of the Hand， Groupe d'etude 

de la main， Italian Society for Surgery of the 

Hand， Japanese Society for Surgery of the Hand， 

Scansinavian Hand Club，こういうふうなことで発足

しまして，次第にやっていくのです.しかし，国によっ

ては予の外利学のFラプとか学会とか地方地方であるの

ですが，それは一括してその国の手の外科学会が代表し

て本会に参加するようにとのことでした.そしてそれら

が投薬権を各国 l票す'つ持ってやろうとし、うわけです.

その国から 1人だけ代表者が出まして，その人はこの会

議をするときには 1票の行使権を有することになってお

ります.それから GeneralSecretaryをなんと呼ぼ

うか， ある国では， Presidentと，ある国では， Gene-

ral Secretaryであるということ，いろいろ出まして，

投票により General Secretary ということに決定

しまして，今年は招集された Barskyさんが General

Secretaryになられました.何年交代でやろうかという

ことでいろいろ意見が出まして， 1年がよいとか半年が

よいとか， 2年がよいとか出ましたが，我々は 2年ぐら

いしないと困るとい Lまして， 2年で GeneralSecre-

taryは交代するわけです.

Secretary General は，少なくとも 2年に 1度は会議

を聞こうと，一ーところが今度は国際整形外科がパリで

行なわれますので，一ーその機会にまたこの会議を開こ

うということが突如として，一一僕だけが突如だったか

もわかりませんがフランスの Tubianaさんからいって

きたわけで、す.そうこうしているうちに，大体会議に出

た方は国際整形外科の手と上肢の項に山て話される方ば

かりでしたので，異議なくまたパリでやろうということ

になっております.そのほか Subsecretaryとかし、うも

のを任命されますが，これは GeneralSecretaryがき

めてよろしいということになっております.

こまかL、ところで、は，突如としてなにか会議を開きた

いときには 60日以内に通知して 30日以内に代表を送る

ように準備するわけで、す.重要な事項は，必ず投票によ

って行ーなわれるようになっております.費用はいらない

ということになっております 費用はどれぐらいか与る

かと僕が聞いたのですが，費用はこ与で会議をするぐら

いの費用であるから別に徴収はしないということであり

ました.

それから文献のことですが，カ ーチスさんが各国の手

の外科関係のものとリウマチ関係のものとの演題だけの

プリントを作っているから，年 4回 3ド‘ノレ 50セントで配

付しているから好きな方は申し込まれるようにといわれ

ました.そこでちょっと貸してもらいたいと申し込みま

して見てみましたら白木のは lつも載っておりません.

そこで， Barskyさんに，あなたがこられてわかるよう

に，円木には 1，000人近くも会員がおりますし，かなり

高度な(t'!o;:もしている.こういうのが1依っておらないの

は非常に残念であると申しましたところが，それでは題

名を英文で申し込めば掲載するということでした.さら

にわが国の人で手の外科の論文を英文で-:-t-i-¥..、たら雑誌に

比較的優遇して載せてくれるかと申しましたところが，

イキ‘リスで1土スタックさんと，アメリカて:'11カーチスさ

んのところに連絡をとってくれれば自分の国の雑誌に便

宜をはかるということでしたが，これはどの雑誌かわか

りませんでしたけれども.....

それから会議の言葉ですけれど，いろいろ会議をやる

のに公用語があります.ラテ γ系の方々からはフランス

語をいれてくれ，あるいはスペイン語を話す国が多いん

だからスベィ γ語を公用語としてくれとか，いろいろな

主張がありまして，このときは大分もめました.英米は

もちろん英語で統ーしたし、という ことを申しておりまし

た.そうしているうちに西独の人が，自分たちは英語が

よろしいとし、L、ました，1sムも英語がよろしいとL、し、まし

た.投票した結果はもちろん多数決で英語を公用語とす

ることにきまったわけで・す.

そこでボノ ーラさんが会長へイタリア の手の外科の雑

誌と白分の老ー苦を贈呈しまして，私も 1冊もらいました.

それから， Committeeをどうするかという 問題が出て

まいりまして，初め 4っか 5っか出ておりましたが，い

ろいろ会議で訂正しまして 6つの Committeeを作っ

て，各国から 6つの項目について 1人ずつの代表を出し

てもらいたいということです.その第 1は Standard

Nomenculature， 2は DisabilityEvaluation， 3番目

は Bibriography，4番目は Classificationof Cong-

enital Malformation， 5番目が Preventionof 'Acci-

dents， 6番口が Evaluationof Surgical Treatment 

こういうことです.

それで，今度はフランスでやるのだからすぐ各国代表

を人選をしてくれといわれましたけれども，私のほうは

こういうものを，すぐきめる権限を持っておりませんか

ら，私は帰ってから会長に話してきめようということで

帰ってきたわけで‘す.

こうし、う会議が夜の 11時30分まで統きました.それ
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で翌日はアメリカの手の外科学会が始まり， 1日半の学

会ですが見学しました.そうしますと，我々の国にこら

れた方に沢山お会いして，あまりよその国にいったよう

な気がしませんでした.そしてイギリスの整形外科学会

を見学しまして帰ってきた次第であります.

この会議に出た方は，国際整形外科のころにはほとん

どいらっしゃいますから，かなりの人だろうと思ってお

ります.大体こういうことですが，なにかありましたら

片山 た工いま諸富先生から国際会議のことをくわし

くお話を承りましたが，この中で一番大事な問題は，今

度 9月にインタ ーナショナノレの整形外科学会があるのと

同時に手の外科の Committeeも開きたいという希望が

出ているようですが，それについては各 Committeeに

l人ずつ委員を出してくれ，とい Lますと 6人の委員を

出してくれということになるだろうと存じますが，今度

国際整形外科学会にお出になる方でこのほうに出ていた

xくと，大変けっこうだと思いますが，どなたがお出に

なりますか.田島先生，小谷先生は演題を出しておられ

ますからお出になられると思います.ほかに諸官先生も

お出になるとおっしゃいますし，ほかにどなたがお出に

なられましょうか.岩原先生ですね.ちょっと手をあげ

ていた Xけましょうか....土屋先生，伊藤先生，ほか

においでになりますか，上回先生ですね.

諸富 会議は，エネノレギッシュに 11時半までやりまし

たので，相当議論が出てまいります.イタリーのボノー

ラさんは，英語が巻き舌で，それで通訳するということ

で奥さんが出てまいられました.

片山 それではだれか通訳の人がついていてもい与と

いうことですね.

諸富 い L ょうでした.

片山 それでは一応田島先生，小谷先生，諸富先生，

土屋先生，岩原先生，伊藤先生，上回先生と， この 7人

の方にお願いをいたしますが， congenitalの問題とか，

手術の evaluationだとかし、ろいろ項目が分かれている

ようですから，臼分がこれを受け持つということをお互

いにご相談いた工きまして，どうぞ適当にお願いをいた

したいと思います.

7人の方にこの手の外科学会の聞にお集まりいた工き

まして，どうするかご相談いた Xきたいと思います.7 

人の侍ですから大丈夫だと思います.この問題はこれで

よろしゅうござし、ましょうカミ ー

次の議題に移りまして， 2番目の「外人人会希望者の

件」これは七川先生のほうから出た問題ですが，七川先

生のところへ外人で入会をしたいんだがどう L、う手続き

をしたらい Lだろうか，とし、う私のほうにたずねてまい

られました.

それでは初めてのことですから，この評議員会で相談

をして，この方法を考え，ご返事を申しあげますからと

お返事をしておきました.整形外科学会では会費さえ納

めれば入会できるというふうになってると思いました

が，手の外科学会でも，それでよろしゅうございましょ

うか(，い与でしょう」の声あり).

片山 それではそういうふうに七川先生のほうにご報

告申しあげておきます.それから 3番目の議題としまし

て，手の医療の格差について松林君のほうから出ており

ますが，松林先生いらっしゃいましょうか?

今日発言していた Xこうと思いましたが，お休みにな

っています.

片山 この意味がわかりかねますから，また別の機会

にこれをど説明していた立くとして，次に新評議員の申

し込みは今年は 1例もありませんでしたのでどうぞさょ

うご承知おきいた Xきます.

次の問題は，次の会長さんと開催地の決定という こと

になりますが，来年はご承知のとおり総会がありますの

で，名古屋からあんまり遠く離れても不便ではないかと

思います.どなたが適当ですか.ご推}驚いた xきたいと

思います.

天児 整形外科総会にできるだけ接近してせっかくこ

とし 1年半ほどしんぼうしてやったんで‘すから，もう 1

回ぐらいやったら，どうかと思うんですがどうでしょう

か.そしたら名古屋から近くていうと，京阪神になるん

ですが，水野さんはやったし，神戸もやったし京都の伊

藤先生にお願いしたらと思うのですがどうでしょうか.

会長 いかどでしょうか(拍手).それでは次期の会長

さんは伊藤先生，当然京都ということに決定いたします.

開催日ですが，京都で聞くとして 3月27日 28日あ

たりがよろしいのではなし、かということで，なお詳細は

適当にご決定をいた xきたいと思います.

それでは，第4番目の議題といたしまして，こ与に，

，Dr. Boyesの来日中止のfq:J と I~P.，、てありますが， Dr.

Boyesがこなくなったことと，もう 1つ私のほうでおこ

とわりをしなければならないのは，シンポジウムを今年

はI}日くことができなかったということのおことわりをし

たし、と思し、ます.今年は天児先生そのほかの方にご相談

いたしまして，外人の講演者に RiordanとLindemann

2人にきめておりました. ところが， Riordanは国際

手の外科学会の講演の準備でこられないということを申
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してまいりましたし， Lindemannはなにかほかの学会

の会長をしておって，そのほうの準備がだいぶ忙しいの

と，学長をしておる関係で‘多忙なのでーどうしても口木に

はいけない.これにつきましては天児先生にいろいろと

ご尽)Jをいた Xきましたが，どうしてもこれらないこと

がわかりました. しかもこられないことがわかりました

のが大変おそくなったものですから，皆さまからシンポ

ジウムの演題までいた Xいておりながら，とうとうシン

ポジウ ムの開催ができなかったというわけです.この点

をくれぐれもおわび申しあげます.

それから 2人がこないということがわかりましたの

で，どなたかをと思いまして Dr.Boyesにそれでは

1つ手術の供覧でもしてくれないかということで交渉を

しましたら，いくからという返事を聞いておりました.

ところが 2週間ほど前に手紙がまいりまして，実は自分

の一番重要視している弟子が今度海軍の召集を受けたも

のだからどうしても自分がし、けなくなった.まことに申

しわけないけれども中止になったからあしからずご了解

をいた xきたいという手紙がまいりました.そういうわ

けで Riordan，Lindemannの交渉もうまくいきませ

んでしたし， Dr. Boyesのほうもうまくまいりませんの

で，大変不手際を演じたわけですが， どうぞこの辺のと

ころをよくご了角れ、た工きたし、と存じます.

これで議題は全部すんだのではないかと思いますが，

ほかになにか議題がありましたらどうぞおっしゃってい

たどきます.5J1jにございませんか.それでは評議員会を

これで終りにさせていた工きます.どうもありがとう ご

ざいました(拍手).
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II. 一般演題

1. 手部皮膚 (特にヒト胎児)における組織化学的研究

一一主として phosphorylase反応について一 一

堀尾慎弥*

手は tactile& prehensible organeとして重要な機

能をもっており ，特に fingerpalpや手掌部の皮膚は，

手の機能の中でも大きな役割を演じている.近来組織化

学の発達は，皮膚の解剖学的tllJ造と生理とのつながりを，

ますます密接なものにしつ Lある.一方ヒト胎生期にお

いては，成人とかなり組織細胞の機能と代謝のうえにも

異なった点がある そこで著者はヒト胎児の手部皮府に

ついて，ブドウ糖 1燐酸よりグリコーゲン合成分解を触

媒する醇素 phosphorylas巴について，グリコ ーゲン合

成の面より主として組織化学的にこれらの関係を追求せ

んと試み，いさ Lか知見を得たので報告する.

検索材料ならびに方法

ヒト胎児は産婦人科的処置を受けた直後のきわめて新

鮮な皮膚組織を使用した.各月令(胎生2ヵ月以後のも

の〉の胎児手部皮膚の手学，手背，背・掌移行部，指尖腹

部，指間部を採取し，検索に用いた.また生後のものは，

手術時切除された新鮮皮膚組織の小児，成人について行

なった.

Phosphorylaseの組織化学的証明法は武内・粟秋法に

表 1. Phosphorylaseの組織化学的証明法

(アルコーノレ添加法).

1. 新鮮な皮府組織片の凍結切手

2. 直ちに次の基質混合液に 370C 1~2 hr浸漬

ブドウ糖 1:燐酸カリ・ ーーー ー50mg 

筋肉アデニーノレ酸・ ............10mg 

蒸溜水・・・・ -ー・・ー ーー・・ 土10cc目

目昔酸 ・酪酸ソーダ緩衝液 土10ccγ~ cc 
戸 rpH 5.7 

アノレコーノレー・・・・・・・・・・・ .......".・ 5 cc I 

水溶性糖原 ー・・ー 一一・・ ー・・ 0・・2mg 

インシュリ γ ー…・…ー……・・・…・・ 1i衡

3. 直ちに Gram液を数倍に稀釈したヨ ード液に

つけヨード反応を行なう(l~3 分〉

4. スライド ヨード ・グリセリ γで杢J入

註:対照は基質を除いたもので上記操作行なう .

本 S.Horio:熊本大学整形外科

より，基質混合液の作成は，武内 ・東 ・木下のアノレコ ー

ノレ添加法を使用した.

本法で現われる phosphorylase反応は phosphoryl-

aseの局在を示すものであり ，本反応を経時的ならびに

各部位別に観察した.同時に H.E.，PAS染色も合せて

行ない，参考とした(表 1). 

検索結果ならびに考察

表皮 ・ 胎 生 2ヵ月まではAE芽庖と周皮から成り，

2ヵ月末では四肢芽の末端では3屑に増殖している部分

を認める.こ の時期には未熟表皮細胞および表皮直下に

幼若な線維芽細胞の原形質内に褐紫色~紫紅色調の多糖

体合成能を認める.3ヵ月になると中間層を形成し，阪芽

層，中間層には中等度の反応をみる.4ヵ月になると表

皮細胞は多用性を増し，表皮と真皮の境界線は波状を呈

し，次第に脹芽庖の下!習に当る基底尼『より発生するとさ

れる汗腺原基を認める.特に手掌，指尖腹に最も早く認

められる.また手背部組織，指間部の組織では原始上皮

すなわち毛包原2去を発生するが，増殖，分化はや L手当主

部に比しておそい.AE芽尼aおよび周皮にヨ ード反応褐紅

色系多糖体合成を弱~中等度に認める.汗腺原基や原始

上皮の細胞集団部の反応は， ヨード反応青色系~紫青色

系多糖体合成を認め，趣きを異にする.また表皮細胞お

よび汗腺原基に PAS 反応陽性所見を認める . 胎生 5~

6ヵ月になると表皮の分化発育は著しくなり，角化現象

が起こってくるころになると， 上皮細胞のうち，有林細

胞に最もよく多糖体合成能を認め，頼、粒層，基底居'の反

応は比較的減弱している.角質，透明陪には証明されな

くなっていく これは手部の各部において胎生後期の分

化増殖がす与むにつれて減少する.生後も同様の傾向を

示す.つまり表皮多糖体合成能は胎生早期から中期にか

けて最も強く，さらに胎生後期には減弱し，生後成人に

なるにつれ著しく減少し しばしば証明しにく与なる.

表皮細胞にはヨード反応紫~褐紅色系のし 6結合を伴

う分校多糖体が合成されやすい傾向を示す.

エックリ γ汗腺:小汗腺原基は表皮)ff芽層の基底細胞
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の増殖によって形成される.胎生4ヵ月にはJlf芽居内に

細胞集団を認め，紫吉一色系~紫紅色系反応を認める.乳

頭状~促棒状に分化増殖するにつれ (5~6 ヵ月)，育4色

系反応中等度~強陽性に認められ，腺組織が形成され，

迂曲し，汗腺分泌能の形態的発育を成した以後は最も強

陽性に認められ(図 1)，成人にても同様である.また，

このような反応は皮脂腺とは異なって汗腺の生理機能と

図1. 胎生6ヵ月.手掌部.表皮の角化を認め庇芽庖に褐
紫色，汗腺排出管上皮に繁青色系多糖体合成能を認め

る.

図 2. H台生6ヵ月.手背部.外毛根鞠および皮脂腺原必に
昔話青色系多相官体の介成をみる

密接なる関係を有するものと考えられる.

毛組織:発生は身体の各部でかなりの遅延がある.手

部は特におそい.原始上皮発生日寺j羽に強い紫青色系反応

をみる.毛包原基，毛包へと分化するにつれても，外毛

根草月細胞には 5~6 ヵ月以後強陽性反応、を示すようにな

る(図 2). 

脂腺:毛包とともに原始上皮より発生し，胎生早期

には青色系強陽性反応、となり，中期以後は微弱となり，

脂腺の成熟につれ陰性化する.

真皮結合織 .未熟な時期に表皮下の線維芽細胞の原形

質に弱陽性にヨ ード反応、紫色多糖体合成を認める.

皮下脂肪:増殖分化の時期の幼若脂肪細胞に中等度~

弱の紫紅色系反応をみるが，完全なものには合成能は陰

性である.

以上のように組織細胞の発生の遅速は部位によってか

なり異なっていて，指尖腹，手主主がその増殖分化は最も

早く，背掌:移行部，手背，指間部がこれに次ぎ，予の腹

側部が全般に早い分化，増殖の傾向にある.したがって

それに応じて多糖体合成も変化，消長する.

武内らは胎生期における諸組織細胞の phosphorylase

の消長について考祭し，一般にエネノレギ一代謝の盛んな

噌殖期の細胞には phosphorylase反応が増強している

傾向を認め，胎生J切に急激に細胞増殖をみるごとき組織

細胞には常に木酵素活性の上昇を証明し，その増殖が衰

え，分化がす Lむとその phosphorylaseは滅少してい

く傾向を示しているという .そのうえ分化した組織細胞

がエネノレギ一代謝に関係するような細胞は本酵素をもっ

と考えられる.

傘土 圭五.，ロ 回目

1) ヒト胎生j羽手部皮府の増殖しつ与ある組織細胞に

は強い phosphorylase反応、が証明される. これらの多

くは分化とともに本反応の減弱，消失の傾向がある.

2) 手部組織細胞の種類によって本反応は時期的に差

異を認める.

3) 武内らのし、う生理機能的多糖体合成能に属する汗

腺組織細胞にて胎生 7~8 ヵ月以後のものに，一部本反

応陰性の所見が認められるが，その汗腺の生理的意義の

うえから興味のあることと考える.
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2. 手 の 発生学的 研 究

一一第 2報 特に胎生期の膿の経時的変化について一一

中野謙吾 畑 中生稔*

手の機能，特に関節，腔の再建に及ぼす運動の影響に 胎令 10週以降の 10% ホルマリン固定ヒト胎児 36体

ついては，種々論じられてきたが，その前提としていま を用いて，手指における鍵の発育を双眼実体顕微鏡下で

だ運動の影響が関与しないとみられる胎生期における手 観察した後，組織学的変化をしらベた.観察対象は，深

の発生学的研究が重要な意味をもつものと考える.我々 ・浅両指屈筋j院を中心に，総指令"筋腿，長母指屈筋腿お

は第8回日木手の外科学会総会において，ヒト胎児手の よび同伸筋腿，手主主腿膜などの手部および指部について

初期発生について報告し，指間裂形成の始まる胎令 2ヵ 行ない，組織標本はヘマ トキシリン ・エオ ジン重染色，

月後期から，母指および示指側の発育が優先し 3ヵ月 アザン染色，ワイ ゲノレト弾性線維染色などを行なって検

後期からすでに手指の等;屈が始まることを示した.手指 鋭した(図 1，2). 

の運動に直接関与する腿がし、かなる経過をとってその腿 結果

構造を整えてゆくかに関しては，いまだくわしい報告が 1) 深指および浅指屈筋腿 :指屈筋腿は胎令 10週に

みられず，この点の追求は鍵の再建になんらかの基礎的 おいて周辺の間業組織に比して，や L核質に富み，幾分

知識を与えてくれるものと思 う. 細長い核をもった細胞が縦に密集して並んだ構造をとっ

方 法 て出現する.しかし間質の線維成分はいまだ乏しい.12 

図 1. 胎令 10週.深指屈筋lJli.

図 2.胎令30週.深指屈筋l殴

• K. Nakano， S. Hatanaka:三重県立大学整形外科.

週にはし、ると線維成分が増加し始め 14週では線維構

造がさらに顕著となり核もさらに細長くなるとともに靭

帯性腿輸が現われ parieta1membraneの発育もみられ

る.16週では深 ・浅両陛が明瞭に区別され，肉限的には

腿の形態を示している. しかし非常に軟らかく ，組織学

的に第 2次束の発育がL、まだ不完全で，謬原線維に混っ

て，赤く染った筋線維様成分を認める.18週では腿輸の

発育も良好となり，その内面の光沢を増してくるととも

にl臨も太くなり ，謬原線維が豊富になってくる.20週に

はいると第 2次束の構造が明瞭となり ，24週ころから筋

線維様成分が減少し逆に謬原線*ffiが旺主主な発育を示し

てくる.30週では核はさらに長径を増して，腿線維の方

向に直線的に配列し始め，ほ!:!1ill組織の椛造を整えてい

るが，成人のそれとはお Lいにその趣きを異にし，核が

なお丸味を:出'び核質もなお粗懇である.

なお示指に向う深浅両指屈筋l健と環指のそれとを比較

したが，肉眼的にもまた組織学的にもl陸自体の発育の差

は認められなかった.

2) 総J旨伸筋i健:総指伸見方l健は初期から扇平な形をと

って発育しており， 16週時，肉眼的にはすでにi縫の形態

を整え，示指に向うl躍の分離が良好である.舵間部は一

様な膜様構造を呈している.しかし組組学的には第 2次

東の形成不良で修原線維の発育も不十分である.18週か

ら20週にかけて腿聞の膜様構造が発達して，腿様の腿問
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連絡を認めるが，これは中指と環指の聞に比較的多く出

現する傾向をもっ.21週金すぎるころから謬原線維は豊

富となり，第 2次束の発育も明瞭となるが，筋線維様成

分が比較的多く認められる. 24週から 30週に至ると示

指に向う艇は腿幅も広く，他の部位の艇に比べて良好な

発育をしている . た X し核の配列の仕方，~原線維の発

育状態は指屈筋腿の同時期に比べて，いまだ腿様化の度

合が遅れているように思われる.

図 3. 成人腿組織(深指屈筋腿〉

3) 長母指伸筋!出および長母指屈筋)腿・長母指iljJ筋腿

および同屈筋艇は，同時期の他の筋挺に比して肉眼的に

も発育はおくれ，より細し、が組織所見でも核がより未分

化で，線維構造の発育も不良である.長母指屈筋腿は同

伸筋艇に比べてや LメL味を帯び， 21週ころから第 2次束

の発育が顕著となってくる.

4) 手当主胞膜.手掌腿膜はきわめて薄い朕様構造とし

て現われ，皮府との剥離は 18週ころまでは比較的容易で

あり，や与発達した部分が扇状に末柏、に向って広がって

いるが，組織上，縦走i謀総の発育は不良である. 20週を

すぎるころより，線維構造が明瞭となり natatoryliga-

mentや， superficial ligamentなど横走する線維成分

がみられ， 24週ころから皮膚との剥離が困難となって

くる.30週に至ると膜様部分にも謬原線維の発達が著し

く，蝉性線維も， .他の)舵組織に比べて比較的多く認めら

れる(図 3). 

考察および総括

以上，主要な extrinsicmusclesの艇の発生学的変化

をみると，組織学的にも屈筋艇がより早く血t様構造を整

えている.すでに胎令 3ヵ月の後WIから手指は屈[tilを始

めており，手指の屈山が手の運動の11~木であることを考

えると， これらは将来の手の運動に似iえた合11的的な発

育といえるであろう.

しかし胎生後:ttJ1の深 ・浅両J旨屈筋l陛のごとく肉眼的に

は成人の l健とほとんどかわらない外観を示していなが

ら，組織学的には核がなお米分化で，や LメL味を千liび，

核質も粗号室であって，一見筋線維のごとき感を呈する.

た工し 1iJiJ段にみられる横紋締造はこの線維にはみられ

ず，平滑1i}Jにや与類似した感じを受ける.すなわち核質

の級密な細長い核が!腿原線維の第 1次東間に縦列する成

人腔組織とはし、まだ大きなへだたりを示し，腿の分化に

一定の運動の関与を示唆しているとも考えられるが，さ

らに検索を要することはし、うまでもない.

一方，肱tの穆)京線維に混って筋線維様成分があり， !健

様化の進展する一定時WIまでこれが存在し，逆に手当主l雌

膜のごとき腿椛造の乏しい組織では，その発生の全経過

を通じて，これが少ないのか特徴的である.これらの筋

線維様成分は未分化な)雌細胞自身であるのか，あるいは

腿の分化に関与したのち退化してゆくものなのか，詳細

は不明であるが，興味をひく所見である.

胎児の深指屈1J)})健においては，示指に向うl胞の独立性

が松井らによって報告されているが，組織学的には腿自

体の分化の度合に関しては示指と他J旨との聞に特別な差

は認められない.

また示指に向う総指伸MJI腿は，後Jtllになるほど発育が

良好で，腿間結合も示指1=1=1指聞では少なく，太田らの指

摘するその独立性が胎児においても認められるように思

う.

なお，母指の伸筋および屈M腿は，初期外形発生にお

ける母指似11の発育優性から推定した当初の予想に反し

て，肉眼的にもまた組織学的にも腿の分化が遅延してい

る.
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3. 手の機能解剖学の研究

一一一第 3報 示指~小指における指背鵬膜の構造と機能に関する検討一一一

田島達 也 渡辺好博 斎藤信夫 笹尾満*

3つの関節1からなる示指~小指のバランスと運動を司

る指背舵膜の構造と機能についてはこれまでにも数多く

の研究があるが，まだ多くの問題を残している.今回は

私たちがかねがね問題視していた， 1)指関節屈伸運動

における intrinsicm usclesの役割， 2)指の開封|ニ収

総(を主として司る筋， 3)筋すなわち力源をもたない線

維群(主として retinacularligament)の指関節運動

に対する意義について特に検討を加えたものでその結果

を報告する.

指関節屈伸運動における intrinsicmuscIesの

役割

Bunnell は「指の屈曲に際し extrinsicm usclesの

みでは M.P.関節は伸展したま L残ってしまう .完全に

指を屈曲させるためには intrinsicmuscles も必要で、

ある.また指を伸展させる場合はまず longextensorが

収縮して M.P関節を伸展位に固定し，次いで intrinsic

musclesの働きで I.P.関節が伸展することにより指の

完全伸展が可能となる」と述べている.一方指の屈伸運

コ==フ (白
Lumb 

Int. dnrs 

Ext. comm 

事bの主役は extrinsicmusclesで intrinsicm uscles 

はた:，:M.P.関節の stabilizerとして働いているにす

ぎないという見解もある.

そこて、私たちは指屈伸運動に際しての intrinsicmus-

clesの働きを検索する 1=1的で 100ミク ロンのエナメノレ線

によるつりばり型筋内埋入電極を使用して双極多元誘導

法で運動時の筋電図学的観察を行なった.まず指を軽く

完全自動伸展および屈曲をさせると interossea，lumb-

ricalisともに指伸展時に働き ext.dig. comm. とま

ったく同じ時期に放屯が認められる.指屈曲時には両筋

とも放電は認められない(図 1a).このことはまず指の

完全屈曲は intrinsic m uscles なしでも可能であるこ

とを意味するまた指の完全伸展には intrinsicmuscles 

の働きが絶対必要であることをも意味している.しかし

この際 intrinsicmusclesが主として M.P.関節の，

stabilizerとして働くのか，あるいは積極的に I.P 関節

の extensorとして働くのかこれからのみでは決定でき

ない.次に M.P.関節を他動的に屈曲位に保持して同様

二二二ヲ (宕 τ工コ

Intrinsic musclesば伸展時は extrinsicmusclesと Intrinsic musclesは屈曲にほとんど関与
問j閉して{動く しない.

図 1a. 完全屈曲ならびに伸展時における指背腿膜要素の E.M.G.

* T. Tajima. (助教授).Y. Watanabe. N. Saito. M. Sasao:新潟大学捻形外科
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(三二ヲ 白 r? f泊 fヤ

LLlmb. 

Int. dors. 

Ext. comm. 

Intrinsic mLlsc1esは伸展時に働く Intrinsic mLls氾lesは屈曲時に働かない

図 1b. M.P.他動的屈曲位保持 I.P.屈伸時の E.M.G.

の運動を行なわせ intrinsicmusclesからil)YdI図を誘導

してみるとやはり I.P 関節伸展時に放屯が認められる

(図 1b).このことは指伸展に際し intrinsicmuscles 

が M.P.関節の stabilizer としてよりむしろ I.P.関

節の extensorとして働いていることを意味していると

考えられる 次に手関節部で正巾 ・尺什l可神経をブロッ

クして intrinsicmusclesを麻縛させ M.P.関節を{自

動的に stabilizeして I.P.関節伸展}Jのdllj定を行なう

と正常時の約 85%の力を示した.次いで上腕部で挽1j'

神経をブロックして longextensorを麻縛させ I.P.関

節{lt展力を測定すると正常'時の約 20% の力を示した.

以上 2つの神経ブロックの実験から intrinsicmuscles 

は指関節の仲良にかなり関与していると結論されよう .

指の開排収数運動を主として司る筋

一般に指のD1J捌収倣運動を行なうのは interosseaと

されている. この lnterosseaの線維は末梢で 3つに分

かれ一部は phalangealtendonとして'I'，tg指'!J基部に

付着し一部は指背舵膜の hoodに移行し一部は lateral

bandへ移行する(図 2).これらの線維に分かれる割合

をみると個々の interosseaによりかなり差異がある.

たとえば示指挽似1Iの interosseadorsalis 1は大部分が

phalangeal tendonとなり ，ごく一部の線維のみ hood

へ移行し， lateral bandに移行する線維はほとんど認

められない.また示折尺仮1Iの interosseavolaris 1 は

大部分の忠良維が hoodと lateralbandに修行し phal-

? 
wing tendon 

図 2. Intrinsic mLlsc1eに由来する線維群の主要機能.

angeal tendonはごくわずかの線維にすぎない.一般に

lumbricalisの存在する側の interosseaは lateralband 

へ移行する線維が少ない傾向がある.

次に 3 つの線記II~群がいかなる機能をもつか新鮮屍体僚

木で検討すると，示f問先側の interosseadorsalis 1を

牽引すると示J!'TはIJ日排する.また lumbricalis1を牽引

すると M.P.l)fl節は屈曲し I.P.関節は伸展する 次に

示指尺側の interosseavolalis 1の比較的背側の線維す
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は)ド!のE JjqC璽長

(2)腐1111 >; 

② retinacuJar Lig ~'1a 

① D.I.P. fiex. 

J① P.I件l
② retinacular Lig 1¥'!1!I1移動・緊仮

③ D. [. P. ext. 

図 3.Retinacular ligamentの解剖と機能 CI.P.関節運
動を linkする).

なわち主として hoodおよび phalangealtendonへ移

行する線維のみを牽引すると示指は収倣する.比較的掌

側の線維すなわち lateralbandへ移行する線維 (wing

tendon)を牽引すると M.P.関節は屈曲し I.P.関節は

伸展する.以上のことから指の開排収倣運動を司るもの

は interosseaの hoodおよび phalangealtendonに

移行する線維であるといえよう . この場合 phalangeal

tendon を切離したうえで線維を牽引しでもかわりなく

指の閲排収倣は可能であることから必らずしも phalan-

geal tendonの有無は関排収数運動に影響はないといえ

るであろう .しかし指の開排運動は収数運動に比し筋力

が大であり， DfWI'運動を司る interossea dorsalisの

phalangeal tendon は，収倣運動を司る interossea

voralis のそれと比;1'交しでかなり太いことから指閲排収

数運動の筋力と phalangealtendonの太さとはある程

度の平行関係が存在すると考えられる.

筋すなわち力源をもたない線維 (主として

retinacular Iigament)の指関節運動に対

する意義

Retinacular ligamentは lateralbandの中島ii'i指骨

中央部と中総指骨・骨梁および屈筋腿籾術性腿鞠とをむす

ぶ線維群で

をイ他位勤的に屈幽させていくと緊張して P.I.P.関節を屈

曲する.また指完全屈曲{立から P.I.P.関節を伸展させ

ていくと緊張して D.I.P.関節を伸展する(図3).この

link motionは新鮮屍体標本において確認できる.こ与

で retinacularligamentを両倶IJ切離すると linkmot-

ionは認められなくなる.すなわち D.I.P.関節を屈曲

しでも P.I.P.関節はほとんど屈曲せず，また P.I.P.関

節を1111展しても D.I.P.関節の伸展は不十分となる.さ

らに lateralbandは緊張すると背側に移動して swan

neck変形が認められるようになる.

むすび

私たちは新鮮屍体標本の観察，指屈伸運動時の1iJi電図

学的観察，神経ブロッ F被検者の観察から指の種々な運

動と指背版t朕の構造について検討し以下の結論を得た.

1) 指の完全屈曲は intrinsicmuscleなしでも可能

であり指屈曲運動に際してのこの筋の重要性は比較的少

ない.これに反し I.P.1苅節の伸展には intrinsicmus-

clesは積極的に働いており指伸展運動に際してのこの筋

の重要性は大である.

2) 指の開排収数運動を行なう主な筋は interossea

でその中でも hoodおよび phalangealtendonに移行

する線維が主役を演ずる.この場合 phalangealtendon 

なしでも開排収倣運動は可能であるが，この運動の筋力

と phalangealtendonの太さとの聞にはある程度の平

行関係が存在すると考えられる.

3) Retinacular ligamentは D.I.P.関節と P.I.P.

関節の link motion を司り両側切離されると， link 

motionは認められなくなる. また，両側切離により ，

lateral bandは背側に移動し swan neck変形を呈す

る.

追加 :松崎(九大整形外科〉

一般に虫様筋の付着する{![IJの骨間筋は基節骨に，反対

側は lateralbandに付着するということについて，

私がしらベた 58手の胎児手では Sulsburyのしづ上記

のような関係を示すのは示，中指であり，各指挽側の1i'

問筋の骨停止を示すもの，尺側で lateralbandにつく

ものの割合をしらべてみると示指 100/88，中指 83/86，

環指 51/33，小指 35/ーとなり上記のような関係は環，

小指ではみられなかった.

* 
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4. 手指に及ぼす各種疾患の影響

一一第 1報 主に循環動態について一一

小林品 松崎昭夫 諸岡正明 光安元夫*

我々は， liij回の手の外1"1学会において， Colles 'i~ 折

後慌側の 1~3 指に爪の発育障害を認めた症例を報告し

た.上肢外傷の手指循環に及ほ・す影響に興味をいだき，

今回上肢になんらの怒訴を有せぬ 12~72 才の者 30 (71]， 

神経麻痔 27例，上肢の疹痛性疾患、 30(71]，上肢および頭

部の外傷 18例に 22土3
0
C無風の室内で， 1文l仔温，光

電容積脈i皮，爪の伸長度，ニ ンヒドリンによる汗m訓 11定

を行な¥"， I臨床症状 x 線所見 ， 筋~IZ図所見と対比し

た 2kgの成熟家兎の左側l上腕利l経:叢自It断を行ない，

2'Naによる tissue-clearance法を行なって局所循環変

動に考察を加えてみた.

光電脈j皮と疾患との関連

Mathes，其下，古林， Herztmanら先人の研究より，

7 ， 000~8 ， 000 A の光線を桁尖にあてるとその吸光度は，

酸化ヘモ ダロヒン，還元ヘモグロビンのはに左右され，

般化ヘモグロヒ γ，還元ヘモ グロビンに吸光度の差を認

めない.またJ行尖を通過せる近赤外部光線の通過光立の

変化を光屯変J失点子に受けると得られる屯庄変化と l血管

係より，図 1のごとく分類してみた.その結果，下降脚

lこ変化があることを認めた.む12形は同一指においても部

、へJ ゾI~ ゾ~ ...r---....-

25mm/sec. 

図l. Type of digit pulse. 

イ立において変化する.また同一指，同一部位，同時刻に

おいても必ずしも一定の形態を示さず，数々の波形の混

在を示す例を経験した.脈波は検査時における vasom-

otor toneの反映と考えたい.坐位，正中位，心房{立に

。
160 

140 

床の脈動による血液量の変化とは Lambert-Beer の式 120 

により， il'(線的な比例l関係が成立する.我々はアノレフア

電通の協力を得て， 1)菜子のバイアス屯源をまったく

必要としない， 2)フォトトラソジスターに比し雑音が

少ない， 3) i足度特性が比較的良好である， ~)波長感

動分布が近赤外部に最大感度を有する等の利点を有する

Photo-Diode SPD-llを使用せる平衡型トランジスタ ー

増幅深を('I，)!g!し，フタタエレクトロ Rs. 100 B 心電計

につなぎ附|扇記録した.我々 の使JlJせる前的l防総とフク

タエレク トロ Rs. 100 B心電計の time constant は

0.42秒である.我々の光~，派波計によって得られる脈

波の林は全例がすべての練を有するとはかぎらないが，

脈以上昇時を起点として， 0.06~0.U 秒のr: n ， 0.18~ 

100 

80 

60 

40 

0.24 秒のn~ ， 0.32~0 .44 秒の間および下降脚の最後の 20 

部分の練に大別できる.0.32~0 .44 秒の赦は，古くより，

dicrotic notchまたは dicroticwaveとして5C!依され

ているものである.便宜上波形を林と脈波の peakの関

• A. Kobayashi， A. Matsuzaki， M. Morooka， M. 
Misuyasu:九州大学整形外科.

Ihumb index f. .middle f. ring f. lillle f 

図 2.Ratio of invo1ved & uninvolved sides 
in ulnar nerve paralysis 
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て爪根部で得られる脈波と症状の対比を行なってみた.

上肢に主主訴を有せぬ 30例において，各折の左右比をとる

と，算術平均，標準偏差は，母桁 104.2%土13.8，示指

102.1% 土11.5，01'指 104.2%土16.3，耳目H旨100.4%土

16.3小指 102.7%土17.8で右側においてや;.I\~ ~、が，

ほ工一定の価におちつく .血管の分布状態とj派以の関係

は現在のところ不明である.各疾患と波形の関連は一定

の傾向を知り t~なかった. 神経麻痔 27例の波f与の忠健

側比をみると，上腕神経叢麻痔，尺骨神経:麻簿において

は，患側が波高の低下をきたした例を多数認める .27例

中患似IJの波高の増加を認めた 5i1Uは圧迫による麻簿，受

傷後まだ日がた Lぬもので，尺骨神経麻痔の1i列lは尺'庁

神経務の部位で神経の腫大を認めるが，硬度に変化なく

神経移行術後 2週で，自覚的に症状の改善を認めた症例

である.深沢は大部分の上肢末梢神経麻癖の指尖容積脈

波は初期増大し，一定期間後は正常または縮少の経過を

たどるとし，振幅増大の期間が長いほど損傷程度が大で

あると結論している .我々はL、まだ結論を出すに至らな

いが， I派高の士科大をきたした症例に早期の回復を認めた

のは興味あることだと思っている.頚腕症候群と脈波の

関連は五島らの報告を見るが，我々の今回の 30OU中では

脈高の忠健側比は一定しないが，ジγジγする痛みを訴

えるもの 811IJで，忠側の波高の哨加をみたのが 7tJUであ

る.これら症例lでは，入浴後に症状の増恋を訴えるもの

が多かった.頭位における変動は疹痛を増強させる姿位

をとらすと振l阪の低下を認める. Glisson牽引における

脈高の変化は，頚部前屈位にて 30分後には程度の差は

あれ，増加を認め症状の軽快を訴える.変形性頚宇佐症に

て筋屯図上第 2~6 頚髄に左側より右側に及ぶ spinal

cord degenerationの所見を認めた症例では，脈波の

検出は不能であった.頚部および上肢の外傷 18例では，

受傷後脈波の増高をきたし，経時的に低下を示す.半身

麻痔患者3名の波高の左右差はほ X正常者にみる程度の

ばらつきで，一定の傾向を推定できなかった.皮府1毘は

指尖では動脈血の流入の程度，表層静脈血の温度に左右

されると思われるが，脈波との関係をみると一般には脈

波の左右差の大きい例では，波高の高い側において皮j宵

温も向い.しかしときには広府温の高い側にj皮肉の低い

例を経験する.

爪の伸びと疾患との関連

爪に印をつけて，上爪皮より印までの距離を 1/20mm 

精度のノギスで計測を行なった.上肢'il折8例，Jrj-14例に

忠{JlIJ5指の爪のイ111びの低下を認め，あとの 4例は忠健側

に有志の差を認めなかった.神経麻痔9f日lにおいては 5

例に怠但IJ5指の低下を認め，残り 4i1Uにおいては，患健

側のi1t長度に一定の傾向を認めなかった.尺干上布11経麻痔

患者3例の神経移行術後，患似IJの爪の伸びの低下を示し

た例において術後患側の伸びの増加を認め，術後 1ヵ月

で左右差を認めなくなった例を経験した.

Tissue-Clearance 

Ketyらにより，理論づけられた tissueclearanceを

2'Naを使用し， 6羽の 2kgの成熟家兎の左側上腕神

経議離断を行ない，手掌皮下に 26gauge の注射針で

0.1 cc の生理的食極水に 6~3μc の 2'Na をとかし注

Log 
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可
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L
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1000 
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図 3.Tissue clearance of 2<Na in Rabbit. 

入し，無処置家兎の左手掌に，同様に注入せる 2'Naの

tissue-clearanceと比較してみた. Returning activity 

の問題があるが，図 3の1例にみるごとく，神経断裂群

において減少率の低下を認め脱神経肢における血流減少

を示唆された今後我々はさらに症例をふやし，上肢諸

疾患における血流変動をとらえてみたい.



5. 2現象同時撮影法に よる手指関節運動の筋電図学的研究

仏il榛 孝

鶴 Pり i

日常動的:1■ おける手で,把 1屋 1■ 動は最も重要な動作で

ある。この1場 合, 層]筋肝が主な力河tと して関与するが,

そのほかに協同的,拮抗的に1‐ 」くi171羊 があって,総合的

に手としての完全な脇 llが 行なわれている

手指tこ 関与する筋1舌 動の筋電図学的研究|■ ついては,

Backhouse&Catton, 中村, i[サ ||ら |こ より詳糸日にIFf:子

されている。今回我々は 2現象同時記録により,示指の

手指運動に関与する筋活動の経時的推移について比較検

討してみた (図 1).

実験対象

正常成ノ、男子 17ノ、の右示指|こ ついて検索 した。

実験方法

被検筋は示指連 flJiこ 関与する総指伸筋,深指厘:筋,浅

指屈筋,虫様筋,背側月間筋および掌側.111]筋 の 6筋を

選んだ。これら1■ ■リウレタンでコーティングした,大

さ 0 07 mmの 銅線を

'Eし

のない釣,1111[極 とし, 25
gaugeの 外套FIを |‖ い各筋1■ 2本中1人 した。 各1ピ 1砥 |II

‖1離は lCmと した。なお各lE極 を 10～20 volt,lmm

sec.で 1'1卓 kし て,1[卜

'が

被|`t筋 内にす.1人 さオtて ヽヽること

を確めた。以 11の ような方法で各種手指の,■動動作を行

なったが, 今IIJは l― の伸展, 外転, gripについて報ギ「

する。なお手関節|よ 機能的1支位に装共で固定した。

実験成績を要約すると,

1)指の111展 :Rest positionょ り MPJ.と I.P.J.

を伸展すると,掌
'1骨

間筋,虫様筋,総指仲筋,深指屈

筋,浅指屈筋がこの運動:こ 関与した。放電活動の開始は

浅指屈筋,深指屈筋がや 遅ゝれている.最大運動時の放

電活動は掌伊1肯問筋,虫様筋,総指仲筋が最大であった。

なお放電の消失はほ 同ゞ時であった 全運動を通じ背側

骨間筋の放電 |よ 認められない これは第 1背側骨間筋の

ほとんどが,示 I旨 lt節骨氏|二 付着しているためと考えら

オtる .

2)J旨のクト1セ:: Rest positionよ り1卜 を1卜展 し,次 |ニ

タト転すると, 仲Lt時みられなかった背側′
11111筋 のl」

/c電が

みられた。またクト転1用 始ととも1■ 掌側刊 11筋,虫様筋,

*K Sato(教授), S.SanO.T Nakamura,H Tsuru‐
tome,A Sasaki,T Minegishi: l14く 人rr整形クトぉ「

‐ C嗜

―

―

図 2 指仲晏→タト転
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500sV
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図 3 1キ )、、.er grip

i窓 1旨

'II″

方, itJ旨 力||力方, 1宋 J旨 II11方 υ)ケ支1[ムlfカ カ` |1ltt‖ iよ り

増大した 放1し の i肖 失はほ ゞ 」liで あった

~‐
           11 111メ 1=■ 1

図 1 2現象 司時撮影装置
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3) Power grip: Rest position より powergrip 

を行なうと，背側骨間筋，掌側骨間筋，虫綴筋，総指{Iわ

筋，浅指屈筋，深指屈筋がこの運動に関与した.放屯開

始時間は深折屈iiJj，総指令11筋が最も早く，や与遅れて掌

側fJ問j紡，虫様日iij，次いで背倶I)fi間筋および浅折原筋の

放電がみられた.一方放屯の消失は背仰1)'nl1¥JiiJj，浅J旨屈

1iIi， 深指屈1初が最も早く，遅れて掌側fj-間筋，虫綴筋，

総指{中筋がほ X同時に消失した.この運動の段大運動時

放電活動は掌仮1)骨間筋，虫様筋，深指屈筋が最大で，次

いで背側骨問筋，総指イ中筋，浅指屈筋のl阪であった.

考 察

我々は示指の運動に関与する背側骨問筋，学側'百・問筋，

虫様筋，総指f申筋，深指屈筋，浅指屈筋の筋活動につい

てしらべたところ，運動による各筋の活動状態に経時的

差異を認めた.各運動に関与する筋活動については，諸

家の報告とほ X同一であった.なお固有示指伸筋につい

ても，同様の実験を行なったが，総指{申筋と比べ，その

経時的縫移に差異を認めなかったので省時した.

以上のように手指運動の様相を 2現象同時撮影により

観察したが，示指のイ中展，外転， power gripの場合に

ついても，多くの筋が協同作用，括抗作用を巧みに組合

せて活動している協調の実態を再確認した.なお応用動

作としてコップを握る，物をつまむ動作についての詳細

は改めて報告したい.

質 問 :田島(走行大整形外科)

手の特定の動作に対する筋の関与をみる場合，その動

作に関する関節より近位の諸関節は必ず固定されねばな

らない.そうでないと後者に関与する筋からの放屯がみ

られることになり，しばしば複雑になる.したがって特

定の動作に関与する筋の動作をみる場合，近位関節を他

動的に固定して比較的単一な動作を分析することはどう

であろうか?

渡辺(新大整形外科〉

指の屈伸運動を行なった場合，運動を行なうカの強弱

により関与する筋も異なってくると考えられるが，その

分析はどうだったか?

答 :佐藤(日大整形外科)

手においては諸動作に際して単一運動を行ないがたい

ので，諸筋の活動状態を綜合的に観察してから，その経

H寺的分析を行なっている.したがって運動の初期の弱い

力の運動から最大運動までの経過を追っている.また他

動的に関節回定をしても，健康な関節関与筋の活動をと

めることはできない.

6， Cialit保存同種神経移植の実験的研究

土井照夫 堀木篤 江川常一*

同種神経移植については現在まで，多くの報告がある

が，いずれも組織反応が強く神経内結合織の形成が軸索

再生の障害となり不満足な成績に終っている.組織反応

を抑えるために， Bassettらは Milliporetubeを使用

し，また最近， Marmorらは irradiationを行なった

|百j種事11経を用いて良好な結果を報告している.

有者らは，i5118因子の外科学会および第 1回移植学会

において， Cialit溶液中に保存した同種腿の移植につい

て報告したが，組織反応が少なく臨床的にもすぐれた成

絞を得た.今回は， 神経について同様の保存法をこ Lろ

み， Cialit保存同種神経の移植を中心とした実験結果を

報告する.

本 T，Doi， A. Horiki， T.Egawa:大阪大学整形外科.

実験方法

Cialit (2-aethylquecksilber mercaptobenzoxazol 

5-carbonsaures natrium)の使用にあたっては，生理

的食塩水で 5，000倍に希釈し，無菌的に採取した神経を

その中に入れ， 0~5 0C に冷蔵保存する .

成犬坐骨神経を一部切除し，欠損部にそれぞれ他犬坐

骨神経および対偶1)坐'Ii神経より次の3f，下の神経移秘を行

ない比較対照した.

1) Cialit保存同種移他， 2)新鮮同種移他， 3)新

鮮自家移植.移M片の長さは 3.0~5.0cm で，いずれ

も切除神経の長さよりも約 0.5~ 1. 0 cm 大なるものを

用いた.縫合に際しては神経l断面の形態をできるだけ正

確に合わせるように注意し 1号糸付縫合室|を用いて 4
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a. CH 9 mos. Cialit同種移随 b. FH 9 mos.新鮮同種移植. c. A 9 mos.自家移l誼

図1. 移植片内の幅|疎通過の状態(移植後 9ヵ月〉

~6 コ の外神経翰縫合をほどこ した.

術後， 神経学的，電気生理学的に観察を続け，経時的

に屠殺して神経を採取し Hematoxylin-Eosin染色，

Masson染色 Bielschowsky染色， Luxol fast blue 

染色を行なって組織学的検索を加えた. 屠殺に先立っ

て，経皮的に坐'円相P経を電気点IJ，践し，支配筋のf¥Jj収納が

認められたものについては神経を1((政訴ilJして，卵!1r干伝

導.iili度のil!1])Eを行なった.

成績

一般に新鮮I，.J傾移他の場介は， fはも組織反応が!泊iく，

Cialit保存|司位移Mの場合は敢も少ない.

移他後 5n 11， n ~茨移植の場fTおよび新鮮l 'iJ fH剣山の

場合，いずれも縫合部{立をlト心として細胞浸潤および11¥

JfI日が強いが，これに対して Cialit保f:f-I，.J種移仙の場合

は組織反応が少なく，移他;:.1析端と'(ri:l三和l'経断端とが慌

に接しているのがみられる.

移植後 2週円の肉眼的所見でも，新鮮同種:移他の場合

はl倍赤色を呈し総若も強いが， Cialit保存同種移植の場

合は移他の際の外観をそのま L保っている.

移布直後 2ヵ月日， Cialit保存同種神経の移植Jlの内部

はほ X平行の配列をなし細胞浸潤がきわめて少ない.す

でに中枢側縫合部を越えて軸索の再生があり，流れるよ

うな myelin絡の配列もみられる.

移植後 9ヵ月の移植片内を貫通する'1油索の状態は(図

1)，自家移舶の場合は最も[I'IJ.)j(的で，神経束形成はI])JI僚

である. Cialit保存Ir，j磁診他および新鮮同種移舶の場合

は事11経内結合滋はや L多く(図 2)，そのnnを II~h ;l伝'が蛇行令

してす与むのがみられる. これは特に新鮮同種移何iの場

合に:;e:切である.修他Jl"を通過したあと，末村'liWJ事Pf.i¥1人l

においては3おのnnにはあまり注がみられない.

移値後の回復は3者とも完全であるが，白家移植のJ必

図 2. Cialit同筏移値(移植後9ヵ月〉 末楠担IJ神経の
断面

合が最も早く， Cialit保仔同種移値および新鮮同種移植

の場合はや L遅れる 筋萎縮についていえば，自家移植

の場合は 2ヵ月で高度となり， 3ヵ刀ごろより回復を始

める.Cialit保存同種移植および新鮮同符移植の場合は

3ヵJJ ごろまで筋萎紛が進行し -I~5 ヵ刀ごろより回

復に向かう .9ヵ月では完全に健illlJと同じになっている.

Drop foot， drop toeの回復も大休これv二千行している .

j;!JI断後，筋屯図じでおiZきされた 日brillationも， n家
移#([のJ必11-は 2ヵJJより減少し 3ヵJJでil"i失，絞j主的

に坐'I'J ネ1j 1 fHこ屯)<1~iIJ '践を 1111えると支配筋の筋収納を認め

るようになる.í呆存 I"j手m移l1{iおよび~í鮮同位移舶の場合
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は3ヵ月ごろより fibrillationが減少し， 5ヵ月で消失，

電気刺戟に反応するようになる.

回復したと考えられるものについては神経標本をつく

仏

3拝
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40 
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x X × 
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6 9 12 mos 

経 過 H 数

図 3.

り興奮伝導速度を測定した. 320
C の paraffinpoolの

中につけ，移植片の部を中央において，中枢端を電気刺

戟し末梢端から神経活動電位を記録する.各移植神経よ

り測定した伝導速度は図3のごとくである.3者ともほ

工同じ値を示す.しかし健側に比較すると，著明な遅れ

がある. 365 日までのものについて健側の 30~60% で

ある.

伝導速度の遅れは，神経線維の太さと関係あるものと

考えられており，したがってまた神経内結合織の増殖と

も関係してくると思われる.Cialit保存同種移植および

自家移植の場合，神経内結合織の増殖は比較的少なく，

神経線維の成熟が endoneuriumの抵抗に抗してどこま

です Lむか 1年以上のものについて観察中である.

むすび

神経移植の場合には，自家移植が最もよいとされてい

るが，このためには他の部位の神経を犠牲にせねばなら

ず，また神経の採取にも限度があるとし、う不使さがあ

る.こ与に保存同種平qJ経の必要性が生じ，臨床的にはな

るべく簡単な保存方法が望ましい.この点，我均がとり

あけ.た Cialitによると， 簡単に神経を保存することが

でき，回復に多少の遅れがあるにしても自家移植に比し

て遜色のない結果を得た.これを直ちに人間の場合に当

てはめることはできないことはもちろんである.今後，

さらに検討をす Lめたい.

7. 末梢神経損傷の再生に関する実験的研究

小谷勉

愈順奉

笹 岡 正 雄

豊島泰

鈴木隆

久知良亨

南部嘉一郎 松田英雄 上原昭夫

山野慶樹石 l崎嘉昭 岩見洋

井上博史*

;fく柏、布l'経損傷時の縫合ならびにI折端処理について現在

まで種々論議されている.我々は末柏、神経の再生につい

ての研究を重ねてきたが，最近損傷苦sの再生神経の形態

学的研究を実験的，臨床的に行ない，いさ Lかの知見を

得たので報告する.今回は 1.神経再生野の末柏、側に

* T. Kotani(教授)， Y. Toyoshima， K. J、-Iambu，H. Mats-
uda， A. Uehara， S. Yu， T. Suzuki， Y. Ishizaki， H. 
Iwami， Y. Yamano， M. Sasaoka， T. Kuchira:大阪市立
大学整形外科;H.lnoue 大阪労災病院整形外科(堺市長
曾恨町).

Schwann細胞往の存在する場合(神経縫合Hわと，

2.存在しない場合(断端神経腫形成〕の 2Mについて

axon， Schwann細胞および周回結合織の相互関係を明

らかにすべく次の研究を行なった.

1. 神経再生野の末梢側に Schwann細胞柱の存在

する場合

1) 実験方法:一般に末梢神経は，大径，小径の有髄

神経と無髄神経に分類される.これらの縫合の組合わせ

により理論上9種類の再生様式が考えられるが，今回は
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成長/¥家兎を用い， 1.反田神経および頚部交感神経のそ

れぞれを切断縫合したもの 2.両者間の交叉縫合した

もの 3.神経移植実験の 3H(について光顕的ならびに

電顕的に観察した.

2) 実験れ'iJ~ :すでに発表したごとく家兎の正常の反

回神経と交感神経の節前線維の l白径は，それぞれ 8~10

μ， 2~4μ に分布の peak があるので，反同神経は大fも

交感神経節liii*Jilaftは小径と見なされる /?阿は 1.反

問神経が同じ反田神経の Schwann細胞に再生してゆく

場合と 2.反固有11経が小径の有悩線維(交感神経の節

前線維〉の Schwann細胞に延びてゆく場合 3.反図

柄11経が graftである小径の交感神経節前線維の Schw-

ann細胞を経て，もとの反回神経に延びてゆく場合を比

絞検討する 反回神経問の縫合と，反田村l経が小径の，

Schwann細胞柱に向かつて再生していくいずれの場合

でも，再生 2ヵ月後に比して 6ヵ月後のものは，再生線

維の太さおよび髄輸の厚さがi科大していることが認めら

80 

3 60 

5 40 

20 

80 

~ 60 
ギ 40
46 

20 

二二ヨー

/ 

o 2 4 6 8 10 12 14 

o 2 4 6 8 

R:反回神経
・5 交感神経節前線維

図1. 再生イ1髄神経の直径〔術後6ヵ月).

れ，反田和11経が小径の Schwann細胞柱に延びる場合は，

もとの交感神経に見られなし、:;((¥，、街髄線維の再生が認め

られる(図 1).反田神経が小径の有髄線維の Schwann

細胞を通ってもとの反回神経に延びてゆく場合，再生忠良

維と結合織との関係は，神経|折端'1'沼部が graftに移行

する部分において，太い線維束が数木の布11経線維からな

る小東に分間され，その小東が他の線維によって娘旋状

にとり図まれるとしづ興味ある像がみられる.また神経

線維の小束化に伴って結合繊性神経'14'1も再編成される.

すなわち，本米の penneunumは，結合織の発達した

epineuriumと化し， Endoneuriumから新たに peri-

neuriumを形成している所見が見られる.Graftの末

梢側にゆくに従い，次第に髄鞘形成は貧弱になり著明な

結合織の増殖が認められる.この神経維忠良の直径と髄鞠

のFZさに関して， graft 部での再生神経線維はもとの

graftの神経線維の直径および髄新の厚さよりも増大し

ている. したがって再生 axonの太さおよび髄開の厚さ

は， Schwann 細胞よりも ' I '~塁側の神経線維の性質を帯

びると考えられる

2. 再生神経が末梢側の Schwann細胞柱に達しな

い場合

1) 実験方法 :成熟家兎の頭部交感神経節後線維，反

図柄l経，股'行事11経，伏在神経を切断後逐次的に鈴木鍍銀

法，Azan 染色， Nauta法， H-E染色および OsO，固

定染色を用い検索した. なお臨床例として 15例の神経

腫を同様の方法により検した.また事11経腫の病態像を解

析するために成熟家兎の右坐骨ー神経を使用し， a)半切

断後'.1'枢方向に反転悶定， b)切断放位， c)切断後セ

ロファンチュープに挿入の 3つの実験方法を行ない，こ

れらを 2週間後に主として鈴木鍍銀法， Azan染色を用

い検索した.

2) 実験結来.神経艇の主な病態{象を要約すれば， 1.

endoneural sheathの明殖 2.神経束の小東化 3.

)]免髄現象 4.axonの変性 5.再生 axonの蛇行，

中位flllJ

図 2.

膨化 6.再生 axonの結合織によるしめつけ現象など

があげられる(図 2) また動物実験例では， a)におい

ては厚い結合織の府が断端を取り囲み，神経終末は蛇行，
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図 3 神経艇のモテソレ実験.結合織と神経線維の関係.
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分校あるいはコ イノレ状にてんらくするなど，終末構造は

結合織の少ない場合に比し強い分化および変性を示して

いる. b)においては，その断端は膨大し， いわゆる

“growth end-bulb"を形成する.また再生 axonは変

性した Schwann細胞性に沿って延びてゆく像を示す.

c)では術後 2週で断端部より約 2cm延び， 位相差顕

微鏡で再生 axonも明らかに末端に達していることを確

認した(図 3).結合織の場殖は a>b>cの順に認めら

れる.

以上，我々は末梢神経損iB時における axonの再生に

ついて，その終末椛造および，髄斡i形成を神経再生野の

Schwann細胞，結合繊細胞との関連において実験的な

らびに臨床的に検索し，その結果から末梢神経i損傷の断

端処理，神経移植，ネrlr経腫の成因などに関するいくつか

の基礎的な問題を捉示したものと考える.

8. Neurapraxiaに関する実験的研究

玉置妬夫 江 川 正 小串隆郎 渡辺徹*

最近末梢神経損傷に対し持効性のある Hydroxocob司

alamin (V.B12a)の向神経作用がきわめて注目される

ようになった.

今回我々は，末梢神経損傷の 1型としての Seddonの

いわゆる neurapraxiaに属する神経損傷を，我々の考

案した圧迫装置で家兎の坐骨神経を用いて作製し，BI2a 

投与群と非投与群に分け，その回復状況を誘発筋電図に

より経過鋭祭するとともに，圧迫時および回復時の伝導

性が大小L、ずれかの神経線維を介して行なわれているか

を種々の波度の procaine-HCI 液を用い検索したので、

報告する.

実験方法

実験動物は 3kg前後の成熟雄家兎 30羽を使用し，こ

れを対照群 B12a投与群および procaine使用群にそ

れぞれ 10羽ずつmし、た.

すなわち家兎の坐骨神経 1側を'庁盤壁より膝部まで露

出し，骨盤腔出口より約 lcm末梢部と腔什 ・緋r円'両神

経の分岐部に一致した 2点へ刺戟'ifi極を縫着，かつ 2極

問中央部に Cu圧 を利用した圧迫装置を設置して， 130 

* T. Tamaki (助教授). T. Egawa. T. Ogushi: T. Wat-

anabe :八女民生病院整形外科〔福岡県八女市大字高塚).

mmHgの圧迫を加え，緋腹筋中央部から針電極でM 波

を逐次誘発記録した.また，誘発刺戟は frequency0.3 

c/s， duration 0.5 ms，室温は 23~25 0C とした. 圧

迫は 4時間行ない，経時的記録は 10週までとし，初回以

後は経皮的に剣屯極を神経の直上へ刺入し，刺戟したた

め，経時的 M 波の duration測定は省略した. かくし

て生じた圧迫麻痔が，主として Seddon のいわゆる

neurapraxiaであることは，圧迫部末端よりの伝導性が

良好ーかつ正常 M 波を誘発すること，圧迫後，経時的に作

成した組織標本により，一部に axonの変性を認めるが，

大部分は axonがほ.l."IE常に保存されていることから確

認された.

実験結果

1) 圧迫時の伝導速度，娠幅，凶値の時間的H主修 .圧

迫前の conductionvelocity (以後 C.V.と田告す〕は，

50 m.p.s. liij後のものが大部分であるが，圧迫後漸次低

下し，平均 50分前後で伝導性の喪失を認め，特に 30分

以後の C.V.の減少率は大である.また振l隔の変化も同

僚な傾向を示すが，喪失前，や L緩やかなカ ーブを画い

ている.関値は伝導性消失直前まで，前 2者の変化ほど

者切な変動を示していない.一方この圧迫時の低速伝導



;ÌÚlÌ íj の{直に述し，特に 6~7 週て‘振r!rli\ 11直の増大が著しく

なっていることは C.v.の回復と一致するものと思われ

る.反面，!潟値についてみると対!制作同線，最小，l壮大

関他とも圧迫|清の値に達するものは少ない.

また圧迫時と同線，回復WJの神経線維の伝導過程を知

るため 1% procaine液を用いて IE常神経の場合と比

較すると(岡 3)，正常群の C.v は procaine液浸潤

後 10分程度でかなりの低下を認めるが，それ以後の変化

はきわめて少なく，似幅値も 30分までは減少権大である

が，以後減少は少なくなっている.

また闘他では北変を認めない.こ

れにあIし圧迫麻痔例の回復初期で

は， C.V は procaine浸潤後も

わずかな低下を示すにすぎず，ま

た振r~!ii自立では回復後きわめて短WJ

問の例では減少ギが少なく，や L

回復J~J問を経過したものでは正常

群の場合とほ x狐似したカ ーフを

示している.闘自立は両者の差J民を

認めがたく忠われた

これらのことは圧迫麻痔後の神

経同i.1l.が細い神経線維に比べ，太

い線維のほうにや L早く始まり，その中

を impulseがゆっくり伝導されること

を，示唆するものではなし、かと考えられ

る.

考案

v. BJ2は， 1948年 Smithらの発

見以米，思1企HJfIlにfドう神経iiE状に用い

られ，者i効を奏したことより，広く利l経

I~.';'(I I;.に試みられるようにな っ た. 1949 

年 Kaczkaが B'2の同族休として，

Hydroxocobalaminを合成し， 本斉IJが

Cyancobalamin よりも持効性がすぐれ

ていることが証明されてから，臨床面で

感んに使mされるようになった B'2aの

作用は， リポイド，蛋白，炭水化物のメチノレ化，核椴合

成に不可欠な要素で、あることが Arnsteinらによって証

明されており， したがって BJ2を利l経構成要素の変性，

あるいは萎縮化の過程に与えるならば，これらを阻止し，

細胞を賦活I写生させることが容易に必像され，特に持効

性の B12a の効果が，一府期待でき仰るものと考えられ

る.

この点，我々の実験でも BJ2a投与群ではJIミ投与府に

1967年 3 月科外資5整

性が，大小し、ずれの神経線維に主に起因するものである

かを知るため，圧迫部の末梢部に 0.2，0.5， 1 % pro-
came液 1.5ccずっそれぞれ説法jさせると， この順序

で低迷伝導期間が短縮し，伝導性喪失が平くなる傾向を

示しており，また娠中高値でも同様で，闘{直もその上昇が

強い傾向にあるように思われる.これらの突験結栄から

判断する限り，圧迫時の低迷伝導性は，調1I¥，、相1I経線維に

起因するものであろうと推論される.

2) 4時間圧迫，対照群の同復状況 :IヌI1のごとく，

巻 18・号 4278 

Conduction Velocit、
ITI.p.S 

;1 ~~ Control 
100 

二 lbefore 90 

，t Pressure80 z、essure
/ Y 70 

" 60 

50 

40 

30 

20 

10 

Ampl itude 

Control 

mV 
15 

10 

Z下.

CondUClion ¥'elocil、
H、dro:xocobalamin 15μg kg 

除、 ω -1・1 、， \毛色cd--------.~

イ》ι二グ¥

1a357105e3KS456 78910 

after Pressul'e→ 

V.BI2n投与前，

IIs 

m.p.S 
70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

主I

，"・y_ ~e t.:k s 
j .3 5 7 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

after Pressure~ 

図 1.

A
U
 

1
 

0
d
 

Q
U
 

ゥ，n
b
 

R
U
 

A
mz
 

s
 

k
q
iu
 

m
E
 

町

2叩
↓

7
e
 

u
 

pu
s
 

s
 

e
 

q
d
 

、
l

a

r
-

e1
 e

 
t
 

f
 

a
 

mV 
15 

10 

5 
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漸次，伝導性の回復を検索すると 3~4 週でU\ .lJ!.する例

が多いが，その回復状態は悪く， C.V.， j辰幅， 1:&IufIとも
10週で圧迫前の値にもどるものは少ない.

3) V. B山投与fF(図 2) 4日寺問JJII圧1((後より，

15μg/kgの BI2aを 1ヵ月間毎日静注投与を行なった.

伝導性の回復は対照群に比べ平く，大部分の例では 10日

前後で出現し， その C.V. も 6~7 週で圧迫 lìíîの値に

もどるものが多くなっている.また振!隔も 8週前後で庄
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比べ早期に伝導性の回復を認めるとともに，C.V.，振幅

の回復もスム ースな回復状態を呈していることが判明し

た.また臨床的にも，末柏、神経系の運動神経症状が早JW

に改普ュされ，他種の vitaminや ωーアミノ酸等に比べ，

はるかに早く，その signをきたすことが中沢らにより

発表されている事実とほ X一致するものと考えられる.

反筒，関値回復が C.V.，振幅値の回復に比べ劣ることは

神経伝導メカニズムの復雑性を示すものと考えられる.

また今回は圧;Uおよび回復1tJ1の伝導性について大小し、

ずれの神経線維に主として起因するものであるかを，い

さ』か検討したが，なお今後詳細な検索が必要であると

忠、われる.

結 語

今匝1，我々は成熟家兎の坐'月ネJl経を用いて neurapr-

aXlaの状態を作り， これに Hydroxocobalamin (V. 

B'2a) を投与するとともに，神経伝導過程について誘発

筋屯図上より，いさ与かの検討を加え次のごとき結果を

得たすなわち，

1) VB山投与mーでは対照訴に比べ，伝導性の早期回

復と conductionvelocity，振l憾の smoothな回復を

認めることを得た.

2) 反面，関値の回復は B山投与lt下と対照l洋では，

大差を認め得なかった.

3) 圧迫および‘回復WJの低迷伝導性が神経線維の大小

いずれかに起因するものであるかを，procaine-HClを

使用することによって推論した.

追加 ・質問 岡崎(京都府立医大整形外科〉

追 加 末柏、神経損傷に対する薬剤の効果をみる場合

にいろいろな実験方法があるが，我々がすでに一昨年な

らびに昨年整形外科学会総会において発表した方法と同

じ方法でやられており，我々の実験方法がこの方面の研

究の助けとなり，さらに深い研究が行なわれることは苔

ばしいことである.我々の教室で、は長Jm圧迫実験の際に

テフロソチュープを用いて長期間圧迫する}]法を考案し

たので，さらに追試くだされば幸甚である.

質 問:1) 圧迫に金属を用いられているが，金属の

神経に対する反応をし、かに考えられるか， 2)圧迫の程

度はどのくらいか， 3) 1ヵ刀後の変化の検索について

神経を露山しておられるかを向いたい.

質 問 :fJi'.}接(日大整形外科〕

1) :J;f験的に同じ程度の neurapraxiaを作ることは

閤燥なることが多いが，この点に対し特別な考慮、をはら

っておられたら教示願L、たい.

2) Conduction velocityはいかなる方法で測定して

いるのか， nerve action potentialからではないのか.

小林(国立熱海病院整形外科〉

臨床的な経過をもって neurapraxiaを定義するのは

容易と思うが，電気生理学的な検査法をもってこれを定

義するのはし、さ Lか困錐を感じる.私は Denny-Brown

の行なった SpringClipをもちい neurapraxlaの実験

を行なったが，このときは神経幹圧迫部位の仁1';js側での

車IJ戟に対する伝導速度の延長，占辰幅の減少，持続時間の

減少がみられたが，末梢側でのその変化はみられなかっ

た.これを一応 neurapraxiaの状態あるいは Bauwens

のいう axonostenosisと考えたがどこにその基準を置く

のが適当と忠われるか.

答:江川 (長崎大整形外科〉

1) i!t刀]した metalの舎について Metal使用時聞

が短時nnであり，かつ除去時に生食水て‘洗浄するため，

その常はほとんどないと!ぶっている.

2) Pressure について .我々も苦労した点であるが，

metalの厚さの種々のものを作 り，組織像との比較およ

び家兎の末梢血管圧を考慮して定めた

3) Nerveの露出について 加圧時間は露出するが

以後 10Wまでは皮膚上より神経への直角に重I.m極をWIJ

入する.
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4) Neurapraxia 作製時の同一条件について.我々

も可及的同一条件に苦心したが，家兎の1凶f本差等がある

ので 100%同一条件とはい Lがたい.

5) M波かどうか :M波についての C.V.である.

6) Neurapraxiaとどうして決めたか :組織学的所

見と圧迫部末梢よりの正常 M 波を終始記録したことよ

り neurapraxiaと考えてよいと思う.

9. 末梢神経損傷の funicularsutureによる autograftの実験的研究

伊藤鉄夫

末梢神経損傷で両l折端の端々縫合が不可能なほどの大

きな欠損に対し， antograftがよく用いられるが，その

成績は単なる神経縫合よりさらに不満足なものである.

神経縫合は両院rr端の各事11経束がし、かに正確に一致してい

るかによってその成績は大きく左右される.両断端の正

確な一致を期すためには，これまで神経断端の形状，神

経束の配列，神経に随伴する血管を参考にして神経の11qh

捻転を極力防止してきた. しかし神経の antograft は

神経欠損を他の神経より採取したf!jl経j十て:'flliうものであ

るから当然両神経の形状， 神経束の配列，随伴する血管

は著しく異なる.これに従来の外相11経鞘縫合を行なえば

多くの再生前h索が interfunicular tissue 内に失われ

る.そこで funicularsutureを行ない各神経束を抗極

的に正確に一致させることが必要になる.伊藤 ・石川11'可

氏は第 7回木学会で funicularsutureの実験的研究会

報告し，神経縫合としてすくーれた方法てーあることを示し

た.

我々はこの funicularsutureを autograftに使用

し，従;，!(:の外相11経納縫合で行なった autograft の成績

と比較するため次の実験を行なった.

実験方法

実験動物として成犬 261&をj日いた. 麻酔下に膝|却節

外側で緋'行神経を以:Uし 1cm 1m隔で神経を切断し，

長さ lcmの神経J十として遊出仕させた後，再び!京{立ii1に

戻して，右緋骨相11経には funicularsutureを左!日間神

経には対照として外神経絢縫合を行なった.Autograft 

の成績は神経束の一致のほか，移他flll経の大きさ，初11経

束の配列，走行，plexus formation ::r，:によ っても影響

されるが，木実験では条件を簡単にするために上述の操

作を行なった. この操作によれば対照側でも断端の'~H王

来は正確に一致しているはずである 縫合針はF リスハ

本 T.Itδ(教授).K. Gota:京都大学盤形外科.

後藤欣ノト*

ーパ-Nr 81/7，縫合糸は No8-0絹糸，持針器はガス

トロ ビエホ持主|捺を用い， funicular sutureは surgl-

cal microscopeのもとに神経束を直視しながら行なっ

た.縫合方法は可及的に神経の断端近くで，1i1を epine-

uriumと神経束の perineurium に通し，さらに対応

する神経束を包む perineurium と epineuriumにか

ける.この縫合を中枢末村j両方の切断部において行な っ

た.この縫合は周辺部の比較的大きい神経来を選んで行

ない，細い神経束は縫合することなく放位した.

実験成績

足関節の背屈力はし、ずれの時期でも funicularsuture 

例では対照(Jljよりまさっていた.標本採取時，級痕形成

の程度をみると funicularsuture例が対照伊1]に比し

少ないものが多く，た工不用意に針を神経*に深くかけ

た例で・は対照例より搬瓜は大であった.

筋電図所見 Funicularsuture (Jljでは術後 3ヵ月で

すでに normalNMU potentialの出現をみるものがあ

ったが，対!慣例では術後 5ヵ月でもまだ complexNMU 

potentialを呈するものがあった.

組織学的所見:中限きI1縦断固では，対照例の全例に神

経束の不適合がみられ， Il.f生!Iqu栄が interfuniculartis-

sue内に迷人したり ，互いに交錯している像がみられた

Funicular suture例では!写生I袖索は対応する神経束内

に直線的にす Lんでいた(凶 1).対!!I日砂uでは再生軸索が

中継縫合部において直線的に神経束への進人が阻止され

ていた.これに対し funicularsuture 例では末納縫合

部でも再生軸索は神経求内に直線的にす与んでいた (1百l

2).末伯、側横断面をみると funicularsuture fyl]の再生

軸索は大きく， endoneural tubeを 1つのIIitUj伝で‘占め

るものが多いが(図3)，対照例では取b索も小さく 1つ

の 巴ndoneuraltube内にまったく再生側l索が見られな

いものや，反対に数コの再生軸索が凡られるものがあ っ



図 1. Funicular suture例中枢縫合部.

図 2. Funicular suture 例米村i縫合m~目

J 
図 3. Funiclllar Slltu re例横断而
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た.髄革由形成も funicularsuture例が対照例よりすぐ

れていた.

考 察

1945年， Sunderlandは同一神経において数 mmの

間隔で funicularpatternは著しく異なることを示し，

外神経鞠縫合では各神経東を一致させることは困難であ

り，多数の再生軸索が interfuniculartissue内に迷入

したり，機能を異にする endoneuraltubeに進入して

多数の再生軸索が失われることを示し，各神経束を積極

的に縫合する funicularsutureの必要を述べた.一方

Langleyと Hashimotoは funicularsuture の理論

を肯定しながらも，手術時間の延長，綴痕の増大，血管

の損傷を理由にその実施のむす.かしさを指摘した.伊藤

・石川両氏は funicularsutureの実験的研究を行ない，

微細な縫合材料を用い，縫合技術に習熟すればすぐれた

成績が得られることを示した.神経移植では funicular

patternはまったく異なり，しかも再生軸索の進行をさ

えぎる場所が中枢と末梢縫合部の 2ヵ所にある.ゆえに

神経移植においてこそ funicularsutureによ って呉な

った配列を示す神経束を積極的に一致させる必要があ

る.我々 の実験では surgicalmicroscopeのもとで微

細な縫合材料を用い，細心の注意のもとに精細な手技を

もって funicularsutureを行なえば良好な成絞が得ら

れることを示した.

追加 :石)11(広大整形外科〕

第7回木学会で funicularsutureの基礎実験につい

て報告したが，その後縫合部より 2cmの末柄、のところ

に達した再生有髄神経線維の数，平均直径， fiber spect-

rumを測定した. これによると，再生線維数，平均直

径ともに， funicular sutureがすぐれていた.また，

五ber spectrum においても良好な成熟度を示した.し

かし， funicular sutureの 1例に縫合糸が funiculus

をつらぬき不良な成績をきたしたものがあり，この点は

本法の実施上注意すべき点と考える.
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10. 末梢神経の funicularpattern 

伊藤鉄夫 田村清*

末1以<111経損傷の診断と治療に当ってなお解明向上され

るべき点は多々考えられると思うが，末梢神経般的1面に

おける構造と機能の局在性，すなわち intraneural

topography については， これまで Sunderland の研

究以外には特記すべきものは見当らないようである.

我々は funicularsutureをより合理的に，かっ確実

に行なうために，また末梢神経損傷の種々相をより的確

に把握するために intraneuraltopographic atlasを

作製し臨床に応用しているので，その概要を報告する .

材料としてフォノレマリン固定の比較的新鮮な屍体上肢

神経を用いた.標本の採取に当っては小細枝に至るまで

注意深く取り出した.こ の際神経幹の長職IJ回転に特に留

意し，手掌，上腕'百両上頼，肩甲骨烏口突起を含む面を

前面として神経断面の位置づけを行なった.長iwb高位の

基準は，機'~'tlll経では上腕骨外J顕を 0 点、とし，正 '1-1 ・ 尺

'白神経では豆状'局を O点として，その;jミ村i1JlIJは(一)，仁ド

』官官!IJは(十〕とし基準点よりの距14ltで表示した.

採取した各神経は小プロックに分けてパラフィン回定

後， 20μ の厚さの連続切)~を作り ， ヘマトキシリン ・ エ

オジン染色を行ない，検鋭により;jミ約~llJ の終校より '1-1 1塁

側に向けて funicularpatternを追求した.

右側 2(YI]，左側 1例の intraneuraltopographic atlas 

を作製したところ，複雑な plexus形成のため，単一

funiculusの位置，大きさ，数によりその機能的特性を

決定することは，一部の例外を除いて困難であることが

わかった.しかしその plexus形成は神経断面の全幅に

表1. 尺骨神経のintraneuraltopographic atlas 

右側中枢側より望む.

M 深(筋肉〕校

短手掌筋校

× 第 H旨間皮JE校

+ 第 5指問，小指尺側皮l白校

ム手背 広校

A 尺廿動脈校

J M関節校

C 尺側手恨屈筋校

P 深指屈筋枝

* T. It凸(教授)， K. Tamura:京郎大学整形外科.

わたっているものは少なく，多くの場合同一成分または

近似成分の funiculusが断l師の限局された小部分にお

いて交錯するものであった.また神経枝分|岐部付近て、は

funiculusがかなりの距離にわたり神経断面の一定部位

に局在する傾向をもっていることがわかった(表 1). 

そこで 3神経の intraneuraltopographic atlasを

順次追求し，各神経枝成分の末梢神経幹内における局在

性について検討した. なぜなら機能的局在性の認められ

る高位での同ーまたは近似機能を有する funiculus同

志の接合すなわち localizedfunicular sutureは神経

縫合部における知覚性および，運動性軸索の 巴rroneou色

cross-shuntingを減少させ，有効な神経縫合が期待され

符るからである.

図1.



一般淡題 283 

さらにこ の機能的局在性の信額度を高めるため我々の

3 f7IJと Sunderland 例を比較対照し，信額できる機能

@惨
⑥ -17mm 

図 2.
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250mm 

的局在性の高位を求めてみた.この際，機能的局在性の

程度を 4分し， 1)局在化の確実な部分， 2)局在化の

ほ X確実な部分， 3)局在化の可能性ある部分， 4)局

在化のみられない部分に分類した.

境骨神経皮府性浅伎と筋肉性深校の分l岐部より中;js側

では浅枝成分は|析而のlitr方に位置し，日{すーになるにつれ

て前尺側に移動するが plexus形成はみられない.こ

の傾向は4例ともに認められたが，その範囲は 31mm  

ないし 54mmであるので，その最小値 31mmを信頼

し得る範囲と考えたい.しかし上腕部における N.cut-

aneus antebrachii dorsalis，上腕三頭筋の成分は Sun-

d巴rlandの説と異なり，分岐高位，機能的局在性ともに

違っている(図 1，2). 

正中神経母指球筋枝成分は分岐部で前方にはいり，次

第に前機1J!I)，挽側，機後官!lJと移動するが，その局在傾向

は前腕中央部まで保たれ， 特に分i岐部より高位 55mm

までは顕著に局在化している.Sunderlandは正中神経

部位は多くの funiculusより成るので，この局在化傾向

はili視していないが，このような局在化傾向は神経損傷

に対する funicularsutureに際して重視しなければな

らない.肘関節付近で分岐する正中神経屈筋伎は，その

局在性が明確でなく ，わす'かに N.interosseus ante-

brachii volarisが後商に位置しているのが認められる.

尺骨神経筋肉性の深枝成分は分岐部で後面にはいり ，

その後尺官!lJに移動するが，この傾向は手背広枝がはし、る

まで続き，特にこの成分の funiculus は通常皮膚性

funiculusより太く，数も少なく funicularsuture 

の際よき指標となり得る.前腕で分岐する尺骨-神経手背

皮枝成分は，楕円形の尺fl神経|新面の尺側または後尺側

端に，他の funiculusとは厚い interfuniculartissue 

で隔離されて局在し，深指屈筋校のはいる， これより

84mm小枢側の部位まで続くので， この高位での尺什

神経縫合では，手指機能に関与の少ないこの成分を除外

することにより crossshuntingを減少させることも可

能であろう .尺tJ神経将付近での尺骨神経屈筋絞成分は

後函から後尺側面に位置するものが多く，終末主幹は前

面すなわち神経様に接する部位に多くみられるが，前腕

部ほど局在化傾向は顕著ではなかった.

以上述べた局在化確実な高位での funicularpattern 

の信頼度は我々の手術の際の観察からも衷づけられてい

る.

結語

我々は intraneuraltopographic atlasを作製し，さ

らに部分的末梢神経損傷の診断および localizedfuni-
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cular sutureに対する基礎的解剖l学として， 上肢末梢

布11経の機能的局在性について検討した.

質問.松崎(九州大整形外科〉

正中神経はちょうど手関節部あたりでの断面が，背営

方向に長径をもっ1P!と傍尺の方向に長径をもっ型がみら

れるが，この 2つの型によって，その部での funicular

patternの差がみられるかどうか.

答 ・田村 (京都大整形外科〉

我々の症例では wrist における縦長の正中神経はみ

なかったが，該部の解剖的特徴および，事11経幹の回旋の

著しい例もあったことから，楕円形の正'-j-'神経断面の長

径方向より patternの決定をせねばならない場合も考え

られよう .

11. 駆血帯の駆血筋に及ぼす影響について

一一 第 5報 低温下の駆血帯使用と全身反応一一

中原正雄 鴇田敏夫 吉原孝 紫田憲鹿*

駆l血'11;ーの使用が，局所的にも全身的にも生体に及ぼす

彩仰が大きいことから，し、かにしてこれらの影響を段少

限にくいとめるべきかという考えから，その方法の 1っ

として駆血肢をーたん冷却 してから駆印帯を装着する方

法を昨年の木会で発表し，駆血筋の代議i面を中心に主と

して局所に及ぼす利点を述べたが，今回はもう一度この

方法をとりあげ，全身的な影響を司 1心にその成果を発点

するとともに，臨床的応用の実際を述べたいと思う.

実験は!お犬を使用して，全麻のもとに 1側下肢を氷水

のはいったパケツで大腿中央部の筋混が約 lOoC低下す

るまで冷却してから，直ちに駆血帯を装;fIーしてから室rM
に放置し 4時間後に駆凶l帯を解除する.

mH昆は駆血:;任解除後l立ちに両方とも正常{f{Iに同復しそ

の主異を認めない.

血圧と脈痔は非常に矧似した変化をする.血圧の変動

は nonhypothermiaのときには，駆凶[I.'f作解除後に血圧

は時間とともに著切に低下するが hypothermiaのと

きにはほとんど低下しない.こ のような変動は脈械にお

いてもみられ， tourniquet shockの観点からも非常に

重要な所見である.

!瓜血)伎の)没動11争!派から採血してそれぞれの pHi'測定

してみると， !JyJI脈血の pHが nonhypothermiaのと

きには説明に低下するのに反して hypothermiaのと

きにはわずかに約 30分間低下するだけである このよ

うな変化は的脈血においては，駆IIllJ泣から乳酸その他の

本 M，Nakahara， T. Tokita， T. Yoshihara， N_ Shibata: 

札幌医科大'宇佐形外科

遊山があるためにさらに強くなっているが，このような

acidosisは生休にとって豆視すべき異常状態であること

はいうまでも ない.

次に，これらの[血液の酸ぷ分圧を述べることにする.

Non hypothermiaのほうが酸素分圧の低下が非常に著

明であり，駆血部解除 30分後に最!奇に達するが， hypo-

thermiaではわずかな変動があるにすぎない.静脈血

のR責点分圧も，さきに述べた pHと同様に， non hypo-

thermiaでは駆l血イザ解除直後から低下したまミ解除 4

時間後までほ とんど回復しないが hypothermiaでは

わずかな変動しか示さない.

一般に酸素分圧はその動的脈の分圧の追がさらに問題

となるが，その差においても nonhypothermiaのほう

が駆凶山 解除後，I時間とともに大きくなるといわれて

おり ，生体にとってこのましくない経過をたどってい

る

問主ぷ分圧に引き続きょ足散がス分圧とその変動を|口1ーの

資料で測定したところ敵ぷのときと同様である.そして

炭酸ガスの動静脈の分圧の差は， non hypothermiaに

おいて駆IIll叩ー解除 1時間後から大きくなっている.

一方，駆l(Jl+l7を使用した場合に駆血l伎に出血傾向の現

われることに|対 しては，すでに木会において被告したが，

そのうち最も変化の強かったものを 2~3 検討してみる

と antithrombintimeは hypothermiaによってそ

の時間の延長を防止することができる.また euglobulin

lysis timeにおいても hypothermiaによ って，一過性

の plasmin活性の上汗を抑制することができる この
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ようなことは prothrombinconsumption testにおい

てもみられる.

血液内の電解質は hypothermiaのときのほうが変動

が少ないようである.

また A/G比は nonhypothermiaのときには駆血組

織内に albuminがはし、りこむために低下するが， hypo-

thermiaのときにはこのようなことがみられない.

以上の成絞を総括ーすると， hypothermiaを駆血肢に

応用することは，駆血肢の筋代謝，筋運動，神経筋伝導

など局所的にすぐれた効果をもたらすばかりでなく，血

圧， ，脈M，pH，酸素と炭酸ガス分圧，血液凝固因子その

他全身的にも非常にすぐれた効果をもたらしていること

がわかる.

以下臨床的応用の突際を述べる.上肢がはいるような

水槽を作成して，その中に上肢をいれ，まず前腕部にj回

温計を装着する.それからこの水hillに氷と氷をいれる.

その後は筋温計の目盛によって筋lE;tがが)10
0
C低下した

ら，駆血干告を装着したのち水織を除去する.

このときの筋湿の低下は大人で約 10
0

Cの低下を要す

るのに約8分間かかる.このような hypothermiaの操

作は手の手術時間に比べると問題にならないほどわずか

な時間であり， しかもその操作はまったく簡単であって

誰でも容易に行なうことができる.それゆえに今後この

方法を駆血干*の使用時にはぜひ試みていた Xきたい.

質 問 :田仏(新大整形外科〉

臨床的立場から次の点をお願L、したい.

1) tourniquet使用'1'および使用後，一定時間生理

的，生化学的機能的変化が現われてもそれが後退障害を

残さなければ市:大な欠点にはならないのではないか ?

その昔、*で全身的影轡より局所に最終的変化が残るか否

かが重大なj::l胞ではなし、か?

2) たとえば hypothermiaにより 3時間以上止血し

た場合，その後温度をあげてから浮腫が永びき次いでそ

れが癒着の原因になるというようなことはなし、か?

答:中原(札幌医大整形外科〉

駆血帯使用後に局所的に機能障害があってもそれが一

時的なものでなく，のちに回復しないならば問題はある

が，そうでなければ hypothermiaを行なわなくてもい

与のではなし、かとのご質問と思うが，局所的に駆lU且筋の

障害をできるだけ防止することは術後の機能訓練に非常

こ好結果をもたらす.また全身的にもショックに至らな

いまでも， このましくない.全身反応を防止すること

は術後の創傷治癒に大きな好結果をもたらす. また，

hypothermiaを行なったときに edemaが強くなし、か

とのことであるが，そのようなことはない.

12. 局所静脈内麻酔法の再検討

一一上肢手術を中心として一一

奥 田 孝雄 小松重雄 金曽啓時 福西博恒 |坂本弘典*

Holmesl)(1963)らにより四肢を駆凶lして， 局麻1fUを

静脈内に注入し，忠肢のみの麻酔を得る intravenous

regional anesthesiaが臨床的に再評価された.主とし

て局麻剤として XylocaineCitanestを用いた報告が

多くみられる町.なかでも Merrifield(1965)は， 本法

を用いて，種々な条件下で XylocaineiCk度を測定し，

intermittent tourniquet release法を推奨している.

また， Kennedy7)(1965)らは， 41才男子 2.5mg/kg 

ホ T.Okuda (麻酔科);S. Komatsu， K. Kamemasu， H 
Fukunishi， H. Sakamoto (整形外科)奈良県立医科大学

Xylocaine症例lにおいて tourniquet除去H寺に一過性の

心停止例を報告し木法を安易な気持で行なうことをい

ましめている.

手技が簡単でしかもその効果が確実である利点がある

一方， analgesiaは tourniquetをのぞくとすみやかに

消失する欠点を有している.

また Esmarch駆血帯などによる exsanguinationが

効果をより確実にするコツとされ，BelI8)(1965)も患肢

を20分間 ischemiaにたもったのちに局麻剤を注入す

べきであると述べている.
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Tourniquetは予の外科領域では絶対必要な武器であ

るが，特に手指の機能改善のための手術には bloodless

fieldが要求され tourniquetの許容時間は 1時間 30分

を指惚に用いられている.

日所静脈内麻酔はこの tourmquetがなければ不可能

な麻酔法で，急激に血流を遮|新し anoxiaの状態で¥忠

肢に酸性の局府、河lを注入し，手術終 fとともに，局IJrの

anoxlaを解除する刀法である. この特殊な循原動態に

おける局所での生化学変化について，1臨床例lをもって与

察した.

方 法

使用薬剤は 1% Xylocaine， 1% Citanest， 0.25% 

LAC-おそれぞれ 20mlでいずれも epinephrineを

含有しない溶液をm~ 、た.

対象は，本学披形外1"1の外来，む者を主体とした 55fjl)， 

blank 5 (71)， 手術に関係なく使用した 3例の計 63例で

ある.

手術の径類は，liij)凶，子指の外{あが過半数を占め，頭

髄tJ1(j)j後の tendonrepairも4例ふくまれ， Xylocaine 

26 fjl)， Citanest 11例， LAC-43 18例である. 忠肢の

exsanguinationあるいは gravitydrainageを行なわ

用時'11¥1， すなわち Injection.Release.lntervalは，それ

ぞれ 13~ 1 30 分， 22~104 分， 21~96 分で，最短は I.R. I.

13分で 13--J"!;:子の示JH切断術において Xylocaine6.5 

mg/kgを使用したが，1.糸圧後になんら認むべき症状は

なかった.平均 I.R.I.は，Xylocaine 60分， Citanest 

58分， LAC-4344分であった(図 2). 

次に wristに注入した場合と cubitalに注入した場

合の latencyの差であるが， wrist， cubitalの比は，

m Inutes 

30 

20 

10 

仁コC山 ila1 

~ Hand & ¥l'risl 

ず， l'fftlJlH1をJH!'fft!Dfcまたは子背皮締脈にセットし， 2 iJJ: 0 

)!1&1血'Jl?をまき，Helioautomatic tourniquetにより 250

~300 mmHg の圧を加え， )己j麻芹1]を I'i~ヰヒする速度に ìl:

入した. 花入後， 10分より経附(1'1に木約締脈1111をほl飢

し， lactate は Barker-Summerson法， pyruvate は

Fridman法 Na，K は 自amephotometryで測定し

fι. 

結 果

忠肢の analgesiaの:.um係式を Pin-Pricki去により

しらべたが completeanalgesiaは dをbridementま

たは手術開始O!i'の足、おの反応をもって確認した Wrist

図1. Site of injection and mean time [01 

。btainingcomplete analgesia 

m ，"utes 

~ Mean Latency 

匿翠麹 An川t咋 eSJ凶aDu川』

亡二コ引I.R引 l 

の予背広的脈より 20ml注入すると薬剤の種類に関係 40 

なく 3分以内に住人部位1M辺が hypoanlgesiaとなる.

Xylocaineでは，母m手術が可能となるのには 8分を要

し Citanestでは 15分で analgesiaが手指に達し，

LAC-43では 20分会要した 麻酔の鉱がり方は 3つ

の薬剤により少しの相;廷は認めるが，挽側皮静脈に注入

した場合，注入部より徐々に起こり， j発側，正中側，尺

{jllJのl阪にひろがってゆく こ与で特に注目すべきこと

は， intercosto-brachial areaに noanalgesiaの部分

ヵ:あることで、ある.

投与量の平均は Xylocaine 4.0 mg/kg， Citanest 

5.2 mg/kg， LAC-43 1.5 mg/kgで tourniquet の使

30 

20 

10 

図 2. Latency (Complete spread) 
and postoperative analgesia 

duration. 
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図 3_ Metabolic findings in peripheral vεnous blood during regional intravenous anesthesia. 

10: 9， 8 : 12， 16・20で LAC--l3，Citanest例でや与

wnst注入のほうが速かった.

除圧後 Xylocaineでは， 直ちに悠j市山mをみるが，

Citanestでは平均 7分後， LAC--l3で，平均 27分であ

り，LAC-43の組織親和性の大なる点は特記すべきこと

である(図 1，2). 

Tourniquet 除fEは Merrifield 法を)H~、ず 1回で減

圧したが， 副作用らしい反応は， LAC-43 2.0 mg/kg 

投与例に1陸度の頭焔，俗怠感， 1甑l止があり， Xylocaine， 

Citanest例にも頭痛，ふるえが各 1例あったが，~、ずれ

も一過性であった.

Anaerobic catabolismのため息側の lactateの士税JJI1

は当然であるが Xylocaine例で 60分後，術前の約 2

倍の 40mg/dlとなり Citanest，LAC-43 の症例jで

は 30 分にて 40~60 mg/dlとなる. しかしいすーれも

tourniquet除圧にて 15分以内に術前値の levelにもど

っている. Pyruvateの変動は， Xylocaineで 60分後，

25%減じ，Citanest， LAC-43例では 20%の減少を示

している

局麻予測の注入と tourniquetの駆血による屯解質の変

動は Naに関しては薬剤による差は認められないが，

Kで、は対照値に比し Xylocaine24%， Citanest 19%， 

LAC-4326% の士科加率を示した.Glucoseの変化は，

Citanest例で若切に減少していた(図 3). 

考 察

Tourniquetは局所静脈内麻酔には絶対必要な 1つの

武器で，血流遮l折が tourniquetによりなされ， 代謝性

acidosisが局麻斉IJを媒介に促進されると思われたが，対

照実験と比較して著変はなかった.

Dery'O)(1965)らはサノレおよびヒトを用い tourniquet

ischemiaについて考察した. 末梢、{制限血 pHは30分

後 7.38より 7.19に低下し， P02 も 36.5mmHgよ

り 5.5mmHgに低下することを示し，一方K ・イオン

は，60分後 4.6mEq/lより 5.1mEq/lに増益した

ことを示している Glucoseの減少は当然、で， T.C.A. 

cycieの blockが lactateの増加 pyruvateの減少

となって現われている.

木法での L:Pの変動と Deryらのデータとの間に

は有君、の差は認められず Kに関してもこの程度の増量

では，心筋になんらの影響もないと思われた.Analgesia 

発現には3剤にそれぞれ時間的な差があるが注入部位に

よる効果の差については， Sorbieめ(1965)の報告にお

ける cubitalの不成功率と比較して，我々の症例では不

成功例はなかった.

また LAC-43の特徴を利用して Xylocaine，Citanest 

と LAC-43を組合せて使用すれば， この麻酔の欠点で

ある tourniquet除去後の疹痛発現が遅延でき得るであ

ろうと考えている.

結語

木法は簡便，確実という点で(Jll.の上u支手術にJlh、る伝

達麻酔よりすぐれている. Exsanguinationを稲田告し，

Xylocaine 4.0 mg/kg， Citanest 5.2 mg/kg， LAC--l3 

1.5 mg/kgを汀h、た 551711の臨床例についてそれぞれの

薬剤の特色を比較検討したが，効果発現は， Xylocaine 

(9分)， Citanest (11分)，LAC-43 (19分〉の!I阪であ

り， tourniquet 除去後の analgesia持続時間の点では



288 巻 18・号 4 整形外科 1967年 3 月

LAC-43 (27分)， Citanest (7分)， Xylocaine (2 

分〉の順であった.

またI血流jffi;断と敵性局麻剤が形成する代議j産物の全身

に及ぼす影響は少ないと思われた.

13. 指節骨および中手骨短縮症の発生頻度

杉浦保夫 稲垣善幸 長 ，1;.lj隆弥*

さきに孜々は日木強形外科学会総会および口本手の外

f'1学会総会において日本人における指節fjの短縮性変化

の発生頻度はかなり高<，いわゆる variationとして健

康集団中にもしばしば認められるものであることを報告

してきた

すなわち昭 3-!~37 年に名古屋および静岡において実

施した 2~17 才健康小児 2 ， 3 1 2 名についての手部 X 線

旅影による第5指巾節'ii短縮 (brachymesophalangy

of the little自nger)は男子 14.7%，女子 23.4%，第

11旨末節'丹短縮 (brachytelephalangyof the thumb) 

は則子 1.2%，女子 3.0% に認められ， いずれも有志

差をもって!J:子に尚頻度に発生していることを知った.

この 2つの短縮性変化は北畠(広島)，若槻〈徳山i)，斉藤

(福島〉 の他地区における調査でも，ほ工同頻度に認めら

れ，若槻の第 1指末節'丹短縮を除いて，いずれも女子に

有意差をもって高頻度に発生している.

中手 (足)f't短縮 (brachymetapody)についてはt'rfl-

岡市小学校生徒 6，295名の調査により，中手竹短縮症

(brachymetacarpy)女子 10例を発見したが，これは女

子調査数の 0.1% に相当し， 中足骨短縮症 (brachy-

metatarsy)女子 3例 0.1%よりも高頻度であった.し

かしこの調査ではなお対象調査数が小さく，また短縮の

明確とならない低学年児童をも含んでいることより ，中

手(足〕骨短縮症のより正確な発生頻度を求めるべく改

めて今回の調査を実施した.

調査対象および方法

調査対象は名古屋市昭和区内の 4つの9'学校， 名古尾

屯気高校，淑徳女子高校生徒全只で，視診による scree

nmgを行ない rl'手 (足〕官短縮の疑いのあるものは

すべて X線鉛影を実施して確認した 調査総数は，児子

7，164名，女子 3，754名，計 10，918名で，男子におけ

る発生頻度はきわめて低いと推定されるため，あらかじ

有 Y.Sugiura. Y. Inagaki. Nagashima:名占屋大学整形
外科.

め男子調査数を約 2(音にとった.

調査結果

'T手11短縮症は，男子 3例， 0.0419%， 女子 18{71)， 

0.480%で (表 1). 男子対女子の発生頻度は 1:11.4 

表1. 中手骨 ・中足骨短縮症の発生頻度.

例数/調査総数 発生頻度

'1'手什短縮j，E
男子 3/7，164 0.0419% 

女子 18/3，75-! 0.~80% 

rl-' 足'，'1 短縮 j，j~
男子 4/7， 1 6~ 。0558%

y_-子 6/3，754 0.160% 

とi;:fに圧倒的に多く発見された.

J:-{l!Il WI) 8例げ-，官!Ij3例，左側 5砂11) 両側似1)13例で，

後占が多く認められた.

fi);思すj別では，第 5'-I'p'門短縮j，lてが 21WI)rj' 18例j，

85.7%で圧倒的多数を占め，第 4'-1'手'Fj'短縮抗，第 4

・5'1']O'i1短縮症，第3・4・5'1'手'il'短縮症は各 1(71)で

あった.

中手1J短縮症では他部の短縮性変化を合併するものが

図 1. 両側首}5中手骨短縮症 111型(第 1桁末

節'Ij短縮および第5指rl'節官短縮と合併〕
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かなりの頻度にあり，我々は便宜上これを 4型に分類し

ているが，今回の調査例では，中手骨短縮症のみを認め

るもの (I型) 4仔1]，第 1指末節什短縮を合併するもの

CIIa型) 2例，第5指中節骨短縮を合併するもの CIIb

型) 2例，第 1指末節什，第 5指巾節骨短絡を合併する

もの(皿型) 11例，第 1指末節刊，第 2指， 第 5折中

節骨短絡を合併するもの Cw型) 2例で，皿型が最も多

く認められた(図 1). 足部における短縮性変化の合併

は第 4 中足骨，第 1 ・ 4 中足骨， 第 2~4 ii¥止基節'丙・の短

縮がそれぞれ 1仔IJ認められた(表 2).一方中足骨短縮症

表 2. 中手合短縮症における他部短縮性

変化の合併.

(手部〉

1. 中手骨短縮のみ

2. a.第 lt旨末節骨短縮合併

b.第5指中節骨短縮合併

3. 第 1指:;fe節骨・ ・第5指中節骨短縮合併

4. 第 1指末節骨 ・第2指 ・

第5tfl小節fj短縮合併

(足部〉

第4中足骨短縮

第 1，4中足骨短縮

第 2~4 祉;!&節骨短縮

4 

2 

2 

11 

2 

1 

1 

については男子4例 0.056%，女子 6例 0，16% に認め

られた(表 1). 

援怠什5]11では第4中足fTが 6f1ll， 60%で過半数を占

め，第3中足骨 2仰1，第 2中足骨 1(911，第 1中足骨 1171]

が認められた.

中手何短縮症と中足什短縮症との頻度差については，

女子では中手什短縮症 0.48%，中足'IJ短縮症 0.16%で

前者が有意差で高頻度であるが，男子では中手骨短縮症

0.0419%，中足什短縮症 0.0558%で両者間に有君、差は

認められなかった.

総括

短指症は人類においてメンデル法則に従った遺伝形式

を示すことが実証された最初の疾患の 1つであり， Far-

abee， Drinkwaterらの報告以来，家系内発生を追求し

た短縮症の遺伝学的報告は，きわめて多数認められてい

る.しかし欧米における短指症の発生頻度に関する発表

は我々の調査した範囲内て、は見当らず，わが国において

も指節骨短縮についての前述の北畠，若槻，斎藤による

報告はあるが，中手(足〉骨短縮症の頻度についての追

究は斎藤以外にはなされていない.

今回の調査によれば中手骨短縮症は女子では健康集団

中に 0.48% に認められ，中足骨短縮症 0.16% よりも

高頻度であった.男子における発生頻度は orderが 1

つ低く ，中手ft短縮症 0.042%，中足'円短縮症 0.056%

であり ，男子についての正確な発生頻度および中手骨短

縮症と中足什短縮症との頻度差を論ずるにはより大きな

集団の調査を要するものと考える.

治療を望んで外来を訪れる短指(祉〉症としては第4

中足骨短縮症が圧倒的に多く ，このことは全国的に認め

られており ，外来症例の統計と我々が在来行なってきた

健康集団調査および今回の調査結果との聞に種別的にか

なり差異が認められる.その理由はおそらくは第4中足

骨短縮症では第 4ii¥止が極端に短縮して一見それと気づく

醜い変形を示しているためなんらかの改善策を求めてか

なりの%の症例が受診するのに反して，手部においては

かなり 日度の短縮があっても各指の長さの序列に変更を

きたすことは稀で，それほど醜形を示さないため，受診

するものはそのうちのごく一部にすぎないためと考えら

れる.

質問 :波辺(新大整形外科〉

短縮症を有する指には機能障害が認められたか.

質 問:土屋(横浜市大整形外科)

1) 第4中足骨短縮症は本邦の文献には非常に多い

が，外国文献では特に第4仁l'足骨(または第4足指〕と

して取りあげているものはないよ うに思う .これは日本

人に特有な 1つの遺伝的異常のよ うに思、うが，それにつ

いて演者のお考えをうか Xいたい.

2) 先天性のもののほかにポ リオの患者でしばしば第

4足指短縮症と認める 私はか Lる短縮症がなぜ第4足

指(中足骨〉に限って多いのか，以前から疑問に思って

いる.なにか局所的栄養，解剖l学的特異性等の原因があ

るのではないかと想像しているが確認の方法がない.こ

れに対する演者のお考えをうか Xいたい.

答:杉浦(名大整形外科〉

1) 短指(祉)症の発生頻度に関する欧米での報告は

見当らないよう である.彩、信によってもしらべたが欧米

においては第4中足'円・短縮症が特に多いということはな

いようである.

2) Polioの麻薄下肢，結核性股関節息肢，歩行負荷

装具を長期使用した先天股脱治療肢に，ときに第4中足

骨短縮症(この場合中足骨のみでなく， ii¥止節骨も同様に

短縮 している ことが多いようである〉を認めることは我

A も経験しているが，なせ.第 4ii¥止に好発するかはまった

く不明である.
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手部においては，fR節骨短縮，中手骨短縮が存在しで

も手の機能にはまったく異常は認められず，外線上もそ

れ程醜形を示さない.

14. 先天性リンパ浮腫の 1例

大久保吉修 飯田 勝*

我々は先天性リンパ浮腫の l例を経験したので報告す

る.

患者 22.-{"，女子.

主訴 ・左上肢の臨l民

既往歴および家族歴 :同胞 5人中の第 2子妊娠j問問，

分娩ともに正常，発育良好，誕生来東京にのみ居住して

いる 両親，同胞ともに健康，血縁者に患者と同様の症

状を呈した者はない

現病歴 .生後間もなく左前腕から指尖にかけての腫脹

を認めた皮膚は軟かし腫脹は指圧によって陥凹を生

ずるが圧痛なく，就寝によって軽減した.8才ごらから

臆!辰は三角筋付着部までおよび安静によって経減せず，

持続的になり]J，:府はJJ巴厚してきた. 5~12 才ごろまで左

手背に凍創に限忠しやすかった 昭 38年，当科受診入

院する.

入院時現症 .休絡中等度，や L肥満，栄養良.

左三角mJ付着部より指尖にかけての上肢全周に腹肢が

あり ，前腕は紡錘形を呈し，手背の腫脹は著しかったが，

手関節部では軽度であった.皮膚の緊媛，]Ji:野の形成は

著明で光沢あるも，異常着色，静脈悠、張，潰湯は認めら

れなかった.手背に小豆大の弾1生硬の腫痛が数コ j孜在し

ていた.局所熱感，i&:動， 圧痛なく圧浜を生ずるもj土!脅

は肥厚していた(図 1). )，司径では健rJ!lJに比し忠側では前

腕で 11cm，手関節で 2cm，手背で 7cmの股大を示

していた.Jl夜話リンパ節の腫大はなく，手指の機能低下

も認められなかった.

血液，血清生化学的，尿，肝臓，腎臓機能検査は正常

範囲内であった. リンパ造影では Evans-blue1%溶液

を両手背皮下に注入するに，tii例lでは 30分後手関節部の

リンパ管が青染されたのに息似IJでは 1時間後でも局所に

びまん性に肱大したのみである.容積!派i&:ではJ旨動脈圧

が総{jllJで 130mmHgで，怠側では 80mmHgであった.

X線所見 .腫大した軟部組織に，びまん性に泡沫状陰

* Y. Okubo， M. Iida・東京医科歯科大学整形外科.

図1.

l;~があるが， ''I'jには病的所見はなかった.

以上の所λより先天性リンパ浮腫と診断， sB38， 8刀

予f布施行 |珂:12のごとくl主肝，皮下組織の切除を行なう .

j支下組織は海綿状を呈していて，その内部に多量の水線

透明液の貯i留があった.

皮下組織の厚さは子供Jiíí':バL邪を|徐いては 2~2 . 5 cm で

その筋膜{jllJ を 1~ 1 . 5 cmの厚さで|狗腕では伸， 照尺仮IJ

で，手官官では背側において崩状に切除した.筋膜への侵

襲は加えなかった.

術後，圧迫包帯，述、1伎の挙上，抗!毘)!長剤の投与を行な

うも手背部の腫脹矛fしく皮膚の一部に壊死を生じ 2ヵ



一 般演 題 291 

図 2.

月後に腹部より有益皮!舟移舶を施行した.

皮l情 皮下組織

切除昔日

病理所見・皮下組織はスポンヂ様外見を呈し，組織学

的には脂肪組織，t0talii生結合組織の増殖が著しく，その

中に大小不同の拡大したリンパ管があり，その内壁はー

j習の内皮細胞で被われている.血管，出血施を伴ってい

るが炎在所見は認められえよい.

術後 28ヵ月で陸自lIJに比してlitr腕て、 6cm，手関節部で

lcm，手背で 4cm，の腫大を示している(図 3).

図 3.

考察

Allenによると先天性リンパ浮腫は遺伝関係の認めら

れるものを最初の発表者にちなんで Millroy病とし、L、，

認められないのを単純型と称している.現在までの本邦

における木疾患の報告例は佐々木の Millroy病の 1家

系を含めて 8例で，部{立，性別に特徴はないが一般に女

性のー仮IJの下肢に好発するといわれている.

木症の病因について後々の説があり，いまだに明確で

はない Kinmothらは皮府生検の結果よりリ γパ管自

体に原因があるのではないかと述べ Blockerらは，

lymphangiographyの紡果， リンパ管の閉塞性の病変

というより先天性のリンパ管の hypoplasiaであろうと

述べ， Boyd，石川らは先天性の発育央ュ常に基づく ，先天

性の リ ンパ管PIÎ張がその木tl.~であろうと述べている.

治療

保存的には安締，マッサーヂ，圧迫包帯，利尿剤投与

が効果があるとされている.観血的には Handleyが志向

糸による新しい誘導路の新設を試みて外来 Kondolen

は筋肢を切除し浅リンパと深リソパの交通を計ろうと試

み，さらにこの手術の種々の変法が考案された Gilles

らは皮膚，皮下組織で有茎皮膚弁を作り ，権患部から

非権忠部に by-passを作ってリンパを排除しようとし

た.

これらの種々の lymphangioplastyは，組織学的に

正常な皮下組織が線維結合組織とリソパ組織で置換され

ている病期ではもはやリンパ系のif;!fj}]はあまり効果が期

待できないのでリンパ管の再建を計るよりは，肥厚した

皮下組織を切除し忠肢の運動性を確保し，外見の矯正

を円的に治療を計るべきであろう .治療上注意すべきこ

とは術後の リンパ液の排除を十分に行なうことが手術語IJ

治癒のために主要なことと思う .

追加.浄下(広大整形外科〉

先天性リソパ浮腫の治療はきわめて困難である.我々

も数例を経験しているがその治療に苦慮している. 2fylj 

について有茎杖i1支を行ない 1時的には良かったようであ

るが再発をきたし術前よりかえって忠化したようであ

る.なにかよい方法があればご教示願L、たい.

高岸(広r~1赤十字病院整形外科〉

手のほうの経験ではないが， 足のほうで 2例ほど，

Campbellの手術苫に収っているような方法で遊縦値皮

を行なった.術後 1年くらいは良い成絞であったが，現

在どうなっているか知らない.

発言:田向(新大整形外科〕

非常に治療がむずかしいので私たちは次の方主|で・ゃっ

た.

1) 長い縦切開で病的組織をできるだけ除去する.

2) 1直径が細くなってあまる皮膚を除去するか，その

部分の表皮のみを除去し dermisfiap として皮下に巻
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きこむ(リンパ還流を良くするため). 自在植皮する.

3) もし創縁の皮府駿死がくればその部分を除去し遊

15. 巨 指 症 の 治療 経 験

嶋 良宗 笠原慶一 中瀬古品一 三好 ~t ー*

巨指症は子指の先天性奇形のうちでも比較的発生頻度

は低いといわれている.我々は最近 3仔1)(5折 1上肢〉

の巨指症に遭遇して，種々の方法で治療してみた経験に

ついて，いささかの知見をmたので報告する.

症例1. 13才，男子.

生来，1!¥Ii症状のま与，生後 l年半で右上肢ならびに 1

指 2指の肥大に気つeき 3才のときに前腕から手掌に

かけて脂肪組織の切除を受けた.外来を訪ずれたときは

肩関節から末ザjは全体に肥大し，運動も軽度制限され，

l析と 2指の指聞は特に肥大し 2jl1は尺側に湾曲を示

し pinchはできなかった.血液，尿，その他，内分泌

検査では異常は認められず，各週ごとに計測した上腕の

周径では，居、~!lH土佐iQI1に比し蒋しく地大し，上)波長の計

dllJにおいても同様に増大を認めている. 1 jf，および 2指

の周径においても健側の約 2(，ぎとなり x線(象では指骨

も著しく太くなっている.皮府IlJlを損1)定してみると患倶11

でほ!: lOC 内外の低下を認める. 思側に血管造影を行

なってみると，上腕の回旋動脈の分11皮はや L多く，挽骨

動脈の皮枝は蛇行状を呈し，一方綿脈造影では正常像を

示した Varixや a.v-fistulaのごとき所見は認めら

れなかった この症例lに対して，始め第2Jf，の脂肪組

織と営側の血管の切損，給事与を行ない，指湾出lに対して

侠状'iJ"切りを行なったが，血行障害のため， 1支ff1守の壊死

をJ包こしこれに対して有茎縞l支を行なった.引き続い

て肩関節，上腕，前腕部の手術を行なったが，多量の脂

肪組織が筋組織中にも浸潤し，神経分岐も多く，どの事11

経も正常よりはるかに太くなっていた.神経分|肢を切除

し神経周聞の線維組織と脂肪組織を可及的に切除するに

とXめた.次に thenar regionに対して佼裂を加えて

みると母指I)~il去筋併に脂肪組織が di任use に浸潤し，高

度の萎縮を認め， 正中神経の主幹は太く，分岐も多く

なり，神経はできるだけ術野の範聞で細くするようにし

本 Y.Shirna(教授)， K. Kasahara， S. Nakaseko. S 
Miyoshi:和歌山県立医科大学整形外科.

た.第 lj告に対しては長さを短縮するために，脂肪組織

切除に合せて M.P.関節を切除し， 対立位に K-wで

固定したが，骨組織はメスで切除できるぐらいに柔かく

なっており，術後 X線上の'IJ癒合は長期間を要し，仮骨

形成は不良で，現在 1年半を経過して，ょうやく物をつ

かむことができる状態である.

症例 2(図 1~3). 5才の男子.

生来第 3~4 J行の合指肢があり，生後 3 ヵ月で分離し，

その部分に遊離他皮を受け，それまで巨指には気づかな

かったが，漸次肥大してくるのに気づいた症例で，先天

的に合指症と巨指症が合併していた稀な症WI)である.こ

の症例も，血液，その他の検査では異常なく，手術を施

行するまで 1年開放置していたが，以前に比して長さも

太さも増大しており x線像においても，患指の骨は太

く，皮)仔iilll.においても lOCの低下が認められた. こ与

で興味のあることは動脈造影で3折の尺似11， 4指の機側

の動脈が欠|徐しており，これは合指症手術時に損傷した

ものではないかと思われるが，この 4折の植皮側では軟

部組織の土台生は認められず，肥大が停止しているのに反

し 3指では動脈欠損があるにもか与わらず，わずかな

肥大のあることは興味ある事実といえる .この症例では，

まず4指の尺側と thenarregionに対して脂肪組織と

digital nerveを切除し，太くなった正中神経の細小化

を行ない，次回に反対側から中節基節'行の epiphysisを

残して短縮骨切りとflーを細くするようにし K-wで固

定したが， この肥大していない側では digitalnerveは

見山せなかった.第 3指に対しては Barsky法を用い，

突(JlI1の脂肪組織切除と同時に爪の整容，側面で11"を細く

し 1ヵ月後に反対側にも同様の方法で脂肪組織切除と

骨を細くしたが，肥大した側にはやはり digitalnerve 

の肥大があり，これも含めて切除した.現在までにこの

症例では6回の手術を行なったが，指の長さについては

ほとんど矯正されたのに反し，太さにおいてはなお不満

足な症例である.
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図1. 症例 2.術前. 図 2.症例 2.術後(6回日の手術〕 図 3.神経線維の変性と epineuriuffi，

症例 3. 15才，男子.

左第 5指と hypothenarregionの肥大があり ，生下

時から肥大に気づいていたが，肥大の程度は若切でなく，

拐の長さは健側と同じで，た :>:J珂径が太いだけであり，

手術は偏側から脂肪組織と digitalnerveの切除のみを

行ない， 1年7ヵ月の現在，再発は認められない.次に

切除した神経および周囲の組織像であるが， 神経の変化

は著明で epineurium，perineuriumは著しく肥厚し，

五brosisの像を示している.神経線維も一部 五brous

tissueでおきかえられ変性しており，波銀染色でも格子

線維や謬原線維の増生が明らかで，脂肪染色でも当然の

ことながら脂肪増生がみられ，肥厚した epineuriumの

中には認められない.血管の周辺にもわずかな 五brosis

が認められる.そこで症例 1に末梢神経造影を行なった

ところ，正常像に比して不規則な点状陰影を示し，これ

は epineuriumや perineuriumのJIE厚のためと考え

られる.木症の発生原因はL、まだ不明であり， 諸種の

仮説が唱えられているが，我々の症例 2に認められたよ

うに，血管損傷の似Ijにおいても，ある程度の肥大が認め

られた事実から動脈の多少が原因しているとは考えられ

ず，やはり digitalnerv巴が主役をなしていると考えら

れる.症例 1のごとく前腕部で正中神経を一部切除しで

も末柏、の肥大は縮小せず，脂肪組織の増生した部分の

神経をすべて切除しないかぎり再発はまぬがれないので

penneunumの肥厚.周辺の脂肪組織.

はないかと考えられる.それゆえ，手術術式においても，

巨指の高度なものは，将来，運動ならびに知覚障害を残

さずに治癒させる方法はなく，単に美容上の整容にのみ

にと Xまるのが限界であると考えている.Barsky法は

指の長さを短縮するのに，すく、れた方法でるるといえる

が，整容する際に指を細くすることが，最も困難な問題

として残るため，骨の肥大しない比較的早期に肥大した

部分の digitalnerveを十分に切除し， 2:L主的に血行を

抑制し，また神経柄有茎植皮術の可能性もあり，これら

によって再発を防止するのに有効であると考える.

追加・ 質問:山田 (東大整形外科〉

1) 13年前に中節にステーフツレを入れた 18才の女子

を追加した.入れた中節では切らかに長径の短縮が見ら

れるが，横経li逆に少し増加している.長径抑制という

点では，ある程度効果がある方法と思われる.

2) 知覚のみでなく，運動も含めた神経切除は，機能

の点では疑問に思う .

答 :笠原(和歌山医大盤形外科〉

正中村l経肥大の部分は完全に切除したのて、はなく，細

小化したもので， epineuriumの 自brosisの部分のみ

をちょうど皮をむくようにして細くしたので，functio-

nalな面では，わずかな知覚障害があっただけで，motor 

branch まで切除していない.
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の考察2， 3 巨指症の治療と16. 

本 山 豪霊*

らに肥大した脂肪組織の切除を行なう .なおこの手術は

血行障害の危険性を|めぐため指の 1{JlIJについてのみ行な

い， もし必要な場合には約 3ヵ月の間ド討をおいて他s!iJに

行なう こ ととしている . また指の 1 側j肥大で指に{I~位が

生じている場合には'円切り術を合併して行なう必要があ

る これらのヂ術を行なった場合の後附芹として循環の

防宮と知党問符およびr:n1J11陀:与があるが，これも時間の

経過とともに漸次Inl復していくようで，また年少児ほど

これらの回復斜度は良好で，このことより早期手術がの

ぞましいと考えられる.

小林 一 平氷 山 五故

次に年長児または成人て、すでに巨指症が完成された場

合には指の短縮，縮小術が必要となってくる これに対

してtIi:々は Barskyの刀法およびこれと反対の方法，す

なわち背仮1]シヤクトリ虫式短縮術を行ない指尖1m，爪の

形成には特に便利であると考えている.

手折における桁な先天性奇型の 1つで、ある macroda-

ctylyの治療に関しては，さきに形成外科学会で*告し，

その'1'でぶ症の原因とし末梢神経の兵常が主要な役割を

演じているであろうという ことを述べたが，今同はその

後に経験した症例会加えて治療経過および末柄拘11経の組

織学的な仇i、fを加えたので報告する.

昭 33年より今 日までに，我々が治療を行なった丁J行に

おける木疾忠は 12秒IIJ， 19指であり，性別では 4:8と

女性に多くみられ，左右別では右 7例，左 5WIJとや:>..-:1， 

slIJに多く発生しており ，発生部{立をみると示指， 次いで

中指に多く， 19 J旨'1'示指 7例，中Jti-l tJlj， I計百および小

指におのおの 3例，務i指tニ2例認められた(友 1). 

津 下健哉

(19 j行).手指の民指極 12例表 1.
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図1.

さてこれらの手術の際に最も注目すべき所μはJ帥11経

の若切な肥大で，j同11経の肥大とJ行の肥大1111はまったく

一致しており， この所}よは全症例において認めれた.す

なわち肥大したJ行事1 1経は正常の太さの 2~3 倍あるいは

それ以上に達し， epineuriumは正常の光沢とmらかさ

を失って肥厚すると同時に周囲組織と線級性に総石して

分離は非常に困難であり，またこれより分岐した多数の

神経校もすべて肥大してその硬度をまし，走行もしばし

ば著明な蛇行を示し，その周囲，あるいは先端部には多

数の脂肪組織が擁状をなして付着しているのが認められ

た(図 1) 

さて木症の治療に関してはjfiの肥大がまだ若切]でない

幼小児の場合と，これに反してもはや坑切な巨指症の発

生している年長児または成人の場合に分けて考える必要

がある.

ガJ小児の場合では肥大桁の発育を}fU;j;IJし， 他の健康J旨

が発育するのをまって指のバランスを件ょうとするもの

で，このために指の側正中部の皮l需を適当な範囲にわた

って切除し同時に肥大した指神経はこれを切除したり ，

知覚障害を防止する 目 的で分校のみの切|徐を行な~"さ

• K. TSlIge (教佼). 1. Nagayama. 1. Kobayashi. G 

Motoyama:広島大学量生形外科
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これらの所見より JIi神経の異常が本症の原因に密接な

IPI係を有していることはたしかで，このことに閲しては

すでに多く の人々により述べられているが，我々はJ白神

経の組織学的な検討を加えて全症例にほ X同ーの所見を

認めた.すなわち特異的な指神経の肥大は工1;1生の肥大で

はなく，切らかに仮性肥大であって，神経束の間に玖砂j

な修原線維組織の増加が認められ perineuriumはJiE
厚し，神経来11体は委縮に陥っており， 布利神11経紘維も差萎宅紛

性て

を行なうと，有11経線維および髄f4'1の一部が融解消失して

変性に陥っている像も認められる.また他の例lでは神経

束聞に脂肪組織が非常に多く認められる部があり，

permeunumの肥厚がおーしく岡部に多くの線維細胞核

と細い線維の憎殖があって一見 neurofibroma様とな っ

ているのがみられる(凶 2) この所見から神経点聞にみ

図 2.

られる結合組織は penneunumの桝殖に法づいて生じ

たもののように忠われる.要するに組織所見を総括する

と，まずJ同"経の肥大な真性の肥大ではなくて仮性肥大

であり，神経束は萎縮性で，変性，j針峻の{象も認められ，

perineuriumの核が増加 して新しL、線維組織を形成し

ている像が見られ， 神経束聞には結合織および脂肪組織

のi判殖が強くみられる.

これらの像より，神経京間の結合組織の増加が第 1に

生じて神経束を圧迫したものか，または指神経になんら

かの萎縮性変化が生じて 2次的に結合組織の精力日をきた

したものかは早~ I に結論づけることは凶難であるが，我

々の組織像からは，まずなんらかの原因により神経線維

こ萎縮性の変化を生じ perineuriumに結合織の上削日

を生じて，これより結合組織の新生，増加が神経束聞に

生ずるものではないかと推察している.

以上我々の行なっている巨指症の治療法および指神経

の組織像について報告したが，この疾患の木態について

は今後の研究にまたなければならないであろう .

追 加 :佐J燦(日大盤形外科)

15年前に切断術および脂肪組織切除術を受け，その後

原因不詳なる石灰化症を{下った macrodactyly の l例

を迫加する.

症例lは 29_，.fの9J， 15年前に示指 ・中指の末節切断お

よび脂肪組織切除術を受けたがその後手掌部の肥大は橋

大し，また中指切断端部の変形が著明となった. x線所

見では断端部の変形は石灰化を示しており，これを切除

してみるに石灰化症は骨t飲'ljとはまったく無関係で，軟

部組織のものであった.なおこの石灰化症の原凶は不詳

である Digitalnerve， median nerveの肥大を組織

学的に検索したところ，神経内外の五brosisが特徴的で

あった.

答:津下(広島大盤形外科〉

Epiphyseal plateの staplingによればその部の一部

成長はある程度得られるかもしれないが全体としては無

意味と考える. 私も起の巨指に対し epiphysealplate 

の切除を行なったがやはり巨桁は発生し，これを防止す

ることはできなかった.
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17. Floating thumbについて

藤田音也 岡一郎*

Radial rayの形成不全の中でも ftoatingthumbは

特異な型のもので，挽骨欠唄によく合併することが知ら

れており，その治療については Barskyや Matthews

が独特の方法を発表しているが，美容的にはあまり満足

すべきものとはいえないようである.

私たちは木症の 4tJlJを経験し，そのうち 2例を治療す

る機会を似たので報告する.

症例1. 初診時4ヵ)Jの女児で，家族歴および妊娠中

の母児に特別なことはない.左前腕は短かく，回内{立を

とり，予は挑即位を号し，母指は示指のrl':F部下端につ

いていて小さく，その基部は絞j)[î~待状にくびれている .

他の 4木の指の指節関節に軽い屈曲拘絡があり，外見上

そのほかに異常所見を認めないが，胸部 X線像で心の肥

大と左第 5肋'丹の形成不全を認める. 左上肢の X線{象

では焼'/'J'全欠損がみられ，尺'円は短かく湾曲し，母J旨{主

'-1'手骨のihl位端らしきものと，速位のJ散布が認められ，

手根骨の'rJ化はほぼ左右対称で，他の指には異常所見は

ない.この忠者は 自oatingthumbは放置して，まず手

の懐屈変形に対して矯正を施行中で，これについてはか

なりの改善が認められている.

症例 2. 初診時 4ヵ月の男児で，左手には母指の欠損

と梶原変形が見られ，右には ftoatingthumbを認め，

両側性の radialhemimeJiaというべきもので fioa-

ting thumb の基部はくびれて制く x線像で小さな

2つの指節と'1'手'1'].)ぶ位端が認められ，子{良汁の'円化は

左右で幾分かの差異がみられる.この患者の妊娠9'には

ほ児に特別なことはなかったが，父親は両側の母指球の

形成および母指と示J行の指問形成が悪、く， x線像で，

trapeziumとtrapezoideumにl経度の発育不全があり，

父子 2代にわたる radialrayの hypoplasiaの例で，

これらの変形の遺伝性について11白示を与える症tJlJと忠わ

れる.

症例 3.1JJ診時 18才の女子で，生後間もなく，右の

ftoating thumb iこ気づき， その基部のくびれに対して

手術を受け，幾分太くなったとのことで，現在左の母指

と示指の間の指問形成が悪く ，母指球筋の欠損があり，

右の f10atingthumbを認、め，この例では母J行の付着部

本 s.Fujita， I. Oka:東北大学整形外科.

も若しく遠位， i主側にある(図 1a). X線像で両側の健

骨と手板骨特に trap白 川 町1，trapezoideumの発育不全

が"立ち，左では第 lけ1予骨が比較的創lIJ乏く，羊iのほJ旨

では近位のJ行1liiと中手骨遠位端が癒合したと思われる骨

とi創立の指節が認められる.この患者はJ?字や編物など

a. 術前.

b. te第]回手術後. 右第2阿手術後

図 1 症例 3.

も(1dJにでき，機能的には不白白をあまり感じておらず，

両側の母指の』盗容的形成を望んでおり 1次的に母指を

できるだけ近{立，掌仮IJへ移動し 2次的に旬移槌を行な

うとし、う方針で，指問分間Ilとその部への中間層構皮を行

ない，なお左l吾J旨に対しては母指，示指!inに有茎植J支を

行なった.術後約8ヵ月の状態で，右の ftoatingthumb 
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ではまだ基部が細く， J剖立であると考え，手背のよ主弁を

母指側へ移動し，手;側では有茎値皮を行ない(区I1 b)， 

同じ時期に左に対 しては int巴rmetacarpalbridgingを

行なったが，術後約 2ヵ月 ，退院後約25日に残念ながら

急性黄色IJ+萎縮症で急死した.この症例lも症例 2ととも

に radialrayの hypoplasiaは両側性に発生しやすい

ことを物語っている

遊
離
枯
皮

M
WY
 

骨|首1筋起始移動

I.P 関節

M.P.関節
〉固定

腿移行

図 2.症例4の手術方針.

症例 4. fJ]診時 21才の男子で，身長は低く ，0脚があ

るなどのほか，頚部が短かく，沼I"JJ'l~ がお{立で， 頚椎運

動が制限され，右母指は fl.oatidgthumbの状態で(図

3 a)， X線{象では第 2m椎より第6頚椎の聞の癒合がみ

られ，いわゆる Klippel-Feil症候群に相当するもので，

手では navicula，trapezium， trapezoideum の hypo-

plasiaと第 1中手11の大部分の欠損を認める. この例

では手背の皮弁を母指側へ移動して指間部を作り ，同時

に腸骨片を trapeziumと第 1中手骨速{立端の聞にわた

し，これに第 1背側廿間筋の起始を第 2中手骨より剥再It
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して移植'丹へ移動させた(図 2).患者は術後約 1ヵ月の

状態で非常に満足していたが(図 3b)，数ヵ月後母指が

回定したためかえってじゃまになると訴え，ところがさ

らに数ヵ月後役場の書記をやめて，自分で書j苫を経営す

るようになってからは，あまり不便を感じていないとの

ことである.術後約 8ヵ月の X線像で移槌の中枢部が，

細きに失しているが危似された移植'丹の吸収もまだ起こ

っていない.この患者で現在問題となっているのは，術

前拘紛状態にあった M.P.関節が，動揺性となったこと

a. 術前.

b. 術後1ヵ月

図 3.症例 4

で， M.P.関節を1i'iJ定すれば I.P.関節、jにも同様のこと

が起こってくると考えられ，この両関節の固定術が必要

と思われる.

次にこの手術で，骨間筋起始部を移植ilに移動したの

は，骨問筋の作用で多少の内転が可能となるのではない

かということと，機能を得させれば移植骨の吸収がある

いは遅くなりはしなし、かと考えたためで，現在わずかな

がら内転の動きがあり，将来外転力を得させる)健移行も

必要となる可能性もあり ，経過を観察している.

以上 4fJlJの fl.oatingthumbとそのうちの 2例の治療
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について述べたが， 日oatingthumbでは母指の支持性

がないことと，士出行に付着するすべての筋粧の欠煩から

I叫行の対立による，つまみができないということはある

が，症例Hのよう‘二J:・側性のものではほとんど機能的に

は障害がないといってもよいものもあり，症例J3のよう

な[，11U{U1生の hypoplasiaでも， 自oatingthumbを有す

る側の1三でi土示指と'1'指によるはさみつまみができるよ

うになるなど思ったほと'の機能的な低下を感じていない

ものもあり，一般hこ機能的または整容的な要請はl険業，

i生日IJあるいは年令ιよって異なるもので，私たちは主と

して』盗容的な 11的から成人に対して前述のような手術を

行ない，一応の目的をj士一しているとは忠われるが，カか諭え

つてそのために機能的に不j満筒j足亙なJ人点、，1:(

に占刈Jして治B療完するI場易合には移植'i口'Jの!成£長のH刊川!リi題もからん

でで』凶1烈難1推tとなり， 五ve-fingeredhandや母J:1欠損に対す

る治僚の経験あるいは:4i近の文献から，現在私たちは機

能的にはむしろ floatingthumb 合切断して，示指のほ

指化をはかったほうがよいのではないかと考えている.

追 加:鳥山(11大盤形外科〉

両側の floating thumb，鎖日工を「ドった{少ilj， J友人の，

floating thumbの3例lを追加lした.

この症例の報告は少ないが治療がむずかしいので報告

されていないのではないか.

追 加:石田(新大主主形外利)

わが国では 5本の指をもった手を切望することが多く

浜跡母指の切断はなかなか凶~Êである . 我々はかなりの

症例にいろいろの方法で母指形成術を行なってきたがこ

こにその 2例を報告する.

症例 1. 弁状皮弁を起こして母JEを正常位にもたら

し， 1文1:可欠損1mは腹壁イ1M1支弁で‘被覆した.遊離骨移<<立

を行ない外見上良好な結果生得た.

症例1]2. サリドマイ ド奇形であり ， 痕跡母指の近{立

に並行の縦方向の皮切を加え，事11経血管をこの板状皮府

につけるようにし，遊出IHJ移植を 1次的に行ない皮膚欠

損部と移11白'，rlをJJ長崎有柄成介で被覆し，母指対立{立に回

定した.このようにして作った母指は成長とともに移植

1lの成長がないために他指とのパランスがくずれるので

什移植を迫加 して成人WIに至って，これをそのま L永久

的な母指とするか，または機能的改善のために切断して

pollicizationをするかの 2つの方法がある .もし後者で

あった場合，長期間I?il定位にある母指を使用していたこ

とによる大脳の abnormal pattern が生じていて，

pollicizeされた指の機能に，なんらかの彬科があるので

はないかと考えられるがまだ経験がなく，なんともいえ

ない.

主主将は localflap と'1'間j習で広府欠損部を被覆して

おられるが，この方法では母指の血行障手?をきたす可能

性があり，また形態上のl)'x持の目的でも有柄l支弁のほう

がよいのではないかと 2号える.

18. Radius aplasiaの手術成績

メL毛英二 長尾悌夫 芯村幸男*

Radius aplasiaは 1733年 Petitにより初めて縦告

され，以来手術法に多くの考案がなされている.我々は

Frぬ lich法を行なってきたので，その成績を述べる.

症例は;1)子 1例，女子 3(ylj，計 4(1IJ 6関節で，手術後の

観察Wll日!は 1年 3ヵ月から 3年である.

症例1. -+...f.!x子.

診 断.両側tft'i'j完全欠似，両側(t);J行発育不全.右手

部は 800
，左手部は _10

0
IIIi腕に対し枕(JtIJに屈曲している .

(:}j旨は両側とも ι短かく，示指の中~部より分岐し，母

彬 E. Marumo (llM立筏)， Y. Nagao， Y. Simura 慈tE医

科大学整形外科.

J行・示指li¥Jの webはほとんどみられない.MI.Y;Ju['iは伸

展屈曲ともほ x正常である.i"iD指から第4指までは軽

度照曲位をとり，白riJJ運動はほとんど不能である.X線

像は左右まったく対称性の変化で，続刊はl可。!lJともに完

全に欠損し，また尺'，'Jは短かく ，かつm{l!lJへわす.かに屈

曲している 第 1中子i'Hi細く短かく，また基節も末節

も，ともに発育不全を屯している.手根十iは左右ともほ

X同程度に発育した，街頭'，')と有鈎fi.と忠われる 2コの

骨核をみる 生後間もなく矯正を開始し， 1三後 8ヵJJで

Z-plastyを両手関節悦(J!IJに行なった.次いで 10ヵ月か

ら 11+二の間にIJ1{lIIJに Frohlich手術を行なった.この手
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~~;iは尺'丹を Jミザiで、骨端を温存しながら骨膜下に棋に'自切

りを行なう .次いで末粉11切り端を什膜とともにその部

に残し， rl'枢端を挽似11へ移動して除~!IJ手根'，J あるいは第

2 rj=1手骨を支えるようにキノレジュナー鋼線で回定する.

これにより協s!IIに移動した尺骨と残された竹!肢から新生

したrFlとが，前腕下端で叉状をなし，この間に手恨'j'jを

はさむようになるわけである(図 1) 術後両手|珂節部の

変形は改普され順調に経過したが，左側はその後協'i'ì~!IJ

図 1.

術後 3年 術後 2年 10ヵ月

図 2，

の什が漸次吸収され，術後 3年で術前とほ r同様の変形

となった.しかし右側は術後 2年 10ヵ月では，良好なス

状を形成し，かつ挽骨官!lJでは有頭骨と癒合している(図

2 ).たどし手部は前腕に対し 25
0
の憐屈位をとってい

るが，術前よりもかなり改苦している.しかし運動制限

は左似IJより高度である.

症例 2. 3才8ヵ月.女子.

診 断.両側挽竹 ・f手指完全欠損，左示指発育不全.

両側li可!院は短縮し，また右手部は 60
0

，左は 35
0

riij)ぬ

こ対し挽側へ屈曲している.肘関節の臼動運動は不能で

指の屈世lはわずかに可能である x線像は左右まったく

対称性の変化で，十1!~'円ならびにほJ行の 1 1'1手刊と J行'fì'!土完

全に欠損している また左示指の中手'i'Jと指骨は形成不

全を示す. しかしこの例では尺'自の憐側への湾曲はほと

んどみられない.徒手矯正を統けたのち生後 2年から 2

年 4ヵ月の問に，両仮IJに Frぬ lich手術を行なった.右

l主術後 8ヵ月で中枢骨切り端はほとんど吸収されてい

る.左は術後4ヵ月で吸収が起こりつ Lある.次いで才7

似IJは 1年7ヵ月，左官IIJ1年3ヵ月では吸収がす Lみ，手

部lま前)院に対しキi40
0
，左 30

0
の除原位でほ ;:lt.TII可と向

様の変形を呈している.

症例 3. 13才.女子.

診 断:左挽付・部分欠損.

前腕に対し手部は約 15 0 の倹~IIJJ富山l を示す. た X しñJ

指は外観，機能とも正常でJJ.J関節の機能も正常である.

X 線像で廃骨は中継端にも形成不全をみるが，末梢倶IJへ

漸次調nくなり ，ついに欠損している.しかし遠位竹端核

と思われるものがみられる.11才で Frohlich手術を

行なった.た工し本例では'，rl'切りの中枢端を榛'11'の述位

'fi端核に悶定した.術後 2ヵ月では'削民よりの'tI'新生が

起こり始め変形はよく矯正されている.術後 2年3ヵ月

では尺'円下端で叉状形成が起こり，変形の矯正は良好で

ある.しカかミしレ，什「円j

似仰側IJ叉状部の問にかなりの成長i差皇をみる.現在日常生活に

不自由を訴えない.

症例 4， 3 "f.男子.

診断:右憾'1')完全欠損，両側l剥再発育不全.

右手部は前腕に対し 55
0
焼屈し， ほ指は痕跡的であ

る.示指は軽度の伸展障害をみるが，中 ・環 ・小指の機

能は良好である.月、l関節のドlifi}]運動は軽度に可能であ

る X 忠良像で右憤1'1'は完全に欠損し，また右母指の中手

骨の完全欠損と指'行・の形成不全をみる.尺骨は挽側への

湾出lを示している矯正法を行なったのち，生後 1年 1ヵ

月で Frohlich手術を行なった.しかしその後中，w11切



300 を 18・号 4 整形外科 1967年 3 月

り端l土漸次吸収され，手術後 1年 10ヵ月で小突起状とな

り，変形も再びほ工予術百ijの状態となった.

考察と総括

1893年 Sayreにより初めて飢血療法が報告されて以

来，多数の手術法がある. しかしその成績については，

Heikelの 26例と Riordanの6例が主なもので，他は

1~2 例の報告にすぎない このわずかな手術例からみて

も， どの手術法も，変形のn~正， 機能の改普，障得のな

い発育の 3つの条件を満足するものはない.我々の -!(9lj

6関節の Fr凸hlichF術をみても 4関節に院側又状部の

骨吸収が起こり，早いものでは術後3ヵ月で始まってい

る(表 1).そして吸収されると変形はもとの状態にもど

表 1

手術H年年令I吸収 I変 形 1観察期間
術前術後

症例 1
左 10ヵ月 I e+; 

80
0 

40。 400 13年

右 2..J' C+) 60。
1， 2 

左 2才 4ヵ月I( +) 350 300 11年 3ヵ月

" 3 te 11才 I (ー) 15。 00 
2年 3ヵ月

" -1 右 1才 1ヵ月 C+) 550 550 1年11ヵ月

る.た Xし吸収されなかった 2関節のうち， 1 (9ljは7三恨

骨と癒合し，他の 1(71]は民 ~IJ'の'11-端核と忠、われるものと

癒合している.この2例から推測すると竹切り仁1'.js端は

他の骨と総合しないと吸収されるかのように忠われる.

この吸収されなかった 2例のうち，手;恨"'J'と癒合した l

例は 2年 10ヵ月を経た現在で、も，雨s!lJ叉状部に発育差が

あまりなく，したがって変形も少ないが，手関節運動に

制限をみる.しかし母親は骨吸収を起こした左側より ，

よく使用すると述べている.また部分欠損の症例で憐村

の遠位十j消核と}t1，われるものと総合した症例jでは変形が

ほとんどなく，現在のところ以好な経過である. しかし

将来は，院側と尺側の両又状部の間に発育差が起 こり，

変形が発生するのではなL、かと思う .

結語

我々は radiusaplasiaの4例6関節に Frぬ lich手

術を行なし、，その成紙を報告するとともに本症の治療の

困難さを述べた.

追加 ・質問 ・加藤(慶大盤形外利〉

内反子の治療は 1回の手術で日的を達成することはむ

ずかしく ，放置するとすぐ再発し， したがって徹底した

後療法および経過観察が非常に重要である .我々は術後，

矯正{立の保持，安定性の獲得，機能訓練の目的をもって

elastic splintを装着させている.またパネの強さ，適

度の蝉カi生，装Jきしてもじゃまにならない軽快さ等にい

ろいろliiB還があり今後さらに改良していく方針である.

演者は術後の後療法はどのように行なったか. Apparat 

は使用したか.

答.志村(慈忠医大)

術前，術後の矯正マッサーゾならびに Apparatusに

よる矯正はもちろんでき作る|製り行なっている.

発言:回I:，'j (新大盤形外下1，)

内反手の矯正予術としては従来悦'丹を骨移植で布Ii損す

るス状手術が行なわれていたが Riordanの尺什末端の

centralizationが良いのではなし、かと!巴う(た工しこの

手術は創始者が Riordanであるか否かな確実でない).

部分的尺骨欠損では手関節の主体となる挽骨，肘関節

の主体となる尺骨があるので，両者を癒合せしめると良

好な機能が得られる.

追加:土屋(横浜市大整形外科〉

1) 我々は A.D.L.をill視 し 肘関節の屈rlJlが良好に

保持されている場合にのみ club-hand の矯正手術を

行なうことにしている.

2) いわゆる Riordan手術を 1例こ』ろみたが丹

癒合が得られなかった.しかしほ笠子術Il的は達せられ

た.なお Riordan手術は緋'片小頭を'丹端を残したま

移植して Gabelungを作るものであるが，昨年 Riordan

が来日したとき，彼は緋'円成長は起 こらないのでJVF骨小

頭の移植はもうやっていない.尺'百の centralization

operationを第4中指骨と一線になるように行なって，

Kirschner wireで凶定することをす込めていた.

追加:山内(東大盤形外fり

し、わゆる centralization手術についての Dr.Riordan 

と DrSwansonの;昔、見を紹介した.術後四定'il、ずれ

も重要であり，前者は成長完成まで splintまたは brace

による外固定を，後者'i，太いキノレシュナー銅線の長期

間内|占l定を強調している.

追加 .諸橋(鶴岡市立荘内病院〉

2年半liiiおよび 1年、ド前に行なった両側 radiuscen-

tralizationの手術が， 2 {f後すでに radiusdistalに

変形をきたした症例を迫1J1l.将来どのようになるか，興

味あると考える(この例では Zー形成術を併用して，

carpal boneの radius側に移したもの).

* 
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19. 欠

20. サリドマイド奇形 83例の統計 と問題点

土屋弘吉 高沢晴夫 山口智 小 川 英一*

我々は，第7回手の外科学会におい

てフォコメリア上肢の解別について報

告したが， 今回はサリドマイド奇形の

統計的観察を行ない，liにその上肢の

形態学的特徴について検討したので報

告する.

症例は，当科外来を訪れた 8例を含

め直接検診しえた 45例および，全国諸

大学からいたrいた，アンケート回答

による 38例の計 83例であり ，1>15]ljで

は男子にや L多い.出生年度別にみる

と，昭37年が過半数を占める.これら

の母親の妊娠初期におけるサ リドマイ

ド系薬物内服状況をみると，確実に内

服しているもの 63(11]，内服しているが

薬品名不明のもの 20例である.内服時

期と奇形との問に密接な関係があり，

13% 
10% 

イI81% 
;，: 76% 

11 " jE'，';¥' 

53% 

16% 
1略

3()~ 

5fJ
o 

T形成不公 欠ju

76% 
76% 

13~。

12% 
11% 
12% 

これについては Lenz，梶井らの詳 はピ正常 形成不全 欠JH

組!な報告があるが，我々の症例では内

JJR時期が不正確であるため，はっきり

した結論は得られなかった.

サリトーマイド奇形の特徴は，上肢，

下肢の対称性の形成障てきで， 上肢では全部が挽~llj列の障

害で，いわゆる radialparaxial hemimelia に相当

するものであり，下肢の奇形は非常に少ない.その他，

顔面血管腫，耳介奇形，先天性心奇形およびJj易管の閉塞

あるいは狭窄，虫垂，胆のうの欠如等の内臓奇形が存在

する.

我々の調査では，耳介のみの奇形4例以外はすべて上

肢奇形であり，下肢奇形は 1例もみられなかった.合併

せる奇形で判明しているものは 31例で，先天股脱，筋1生

キ H.Tsuchiya (教授)， H. Takazawa， A. Yamaguchi， 
E，Ogawa:横浜市立大学整形外科.

図1. 上肢骨格 (67例).

斜頚，耳介奇形，顔面血管極，内臓奇形などであった.

上肢奇形 79例中，その詳細が明らかな 67例の'丹格形態

につき検討した.上腕'rJ-は大部分がほピ正常にあり，完

全欠損はわずか数%にすぎない.それに比べ，挽官はな

んらかの異常のあるものが 70%近くを占めている.尺

骨はその 76%が，ほ x正常である(図 1).母指欠損は

過半数にみられ，形成不全 5本指症， floating thumb 

などがこれに続いている正常の母指はきわめて少ない.

次に，上肢汁相互の関係を焼1fを中心としてみると，

1)機骨正常の場合は，上)腕'1']'，尺骨ともすべてが，ほx

正常である. 2)挽'円形成不全の場合は，尺骨のみに約
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前111

干，.62% 
だ 60%
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32% 
30% 

6% 
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~!I ~V 9g'. 11 "正常 形成不全 欠m

図 2.挽ft欠損の場合.

10%の形成不全をみる. 3)憐r'J欠損の場合は，上腕"J

は 40% 近くになんらかの異常がみられる.尺fjも同僚

であるが，欠損は 20% にみられる(凶 2).以上の結果

より， j発fj正常および形成不全では，上腕'f'Jはほとんど

正常であるが，t;~背欠損の場合に|浪り上腕f1 の異常がみ

られる.さらにこの出'I'J欠損例について， .1'子甘， J旨骨

との関係をみると，第 l中手'iL 母jfrはほとんど全例に

欠損ないし形成不全がみられる.

また，これらを考慮しさらに機能面を加えて，全体的

な|掲係を把信ーするために，我々は上肢奇形を5段附に分

類した.

Grade 1. ，1'手'丹， j計iのみに異常があるもの.

Grade II. I先'!"t形成不全で肘関節障芹軽度のもの.

Grade m 挽'，j欠損があり上l節目正常で肘関節附害

応度のもの，すなわちへミメリアに属すると忠、われるも

の.

Grade IV. 上腕'1']"， lì~腕の大部分が欠JJl.しているも

の，すなわちフォコメリア

Grade V. 上肢が欠損しているもの，すなわちアメ

リア.

~するに Grade 1は 5木指症を主とした付桁奇形

が大部分であり， Grade n， Grade mはいわゆる club

handである.これによって分類すると ，Grade mが

最も多く I，IV，n，V の)1債である(図 3). 

上肢奇形 79WUに対して，今まてtこ行なわれた治療につ

いてみると，いわゆる clubhandについては両側性の

10 

A主
主主

Grade 1 11 111 N 

_.fi 

仁コfj:_

V 

図 3. 七肢奇形の分類 (67例〕

ものに両側とも 6例，片側のみ 8例に手術がなされてお

り， Jr飢IJ性のものて‘は，8 WU中 2例が行なわれている.

手術時年令は 3ヵ月より LJ'"までの問である.また， !il，i 

側性 5木桁症に対しては 8秒I)cl'7砂'Uが両側に， 1 f:訓lがJ:
~IIJに手術が行なわれ，子術H5年令は 1 ..J'から 3 ..J'までで

ある.

一般に clubhandがあゐ患児に対して，Fをμl皮{立

にもたらす手術は，いろいろと考案されているが， club 

hand矯正のために，かえって機能的利点が失われると

きは行なうべきではない.た X しJj.j関節降客少なく，十

分な屈曲を得るときは clubhandに対する矯正術が

是認、されるべきであろう .11:(峻検診し得た告、児のうちで，

矯正術を受けているものは 9砂1)あるが，そのうち 6WI)は

変形が逆もどりしている このことは，子術の適応の決

定において注11:すべき点であろう .

予討;fに際しては，刊の適応性の大きながJ日与が望まし

いが，あまり i円切では函1HtJ.(gのため|苅節機能を附害した

りする.その立味から，生後 1..J"ぐらいから 3寸ぐらい

までのji:Jが最適と忠われる.手術の適応としては， 5..1， 

t行症などは絶対的適応と考えられる. 境n欠損に club

handを「ドうものは，Riordan手術等による centrali-

zation operationが適応となるが，この手術は前述のご

とく JJi関節機能が完全である場合に，限定すべきであろ

う.

A.D.L.に関しては， 障;与の程度によ って異なり ，ま

た年令的に小さすぎるために完全な評価は不可能であ っ

た.しかし用使動作のうちのズボンをおろすこと， tJl似

後の仕末等や次)J日の史衣動作中，メL首シャツの着IJ見，ボ
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タンをはめることなど，かなりの困難を示しており，こ

とに患児が成長して幼稚園年令に達している現在， self 

careの点でいろいろと新しい問題が発生している.

おわりにアンケ ー ト回答をお寄せくだされた諸先生に

感謝の芳、を表する.

追加 ・加藤(慶大整形外科〕

我々が治療を行なってきた 12例のサリドマイド児の，

約3年間にわたる'丹格発達の批移と関節機能とを調脊し

たので追加する.

一般的特徴 1)下肢には全WIJに'，']欠損はなく，大腿

骨の短縮，変形の 2例をみるにすぎず，上肢は高頻度か

っ高度におかされること， 2)障害は比較的対称性で，

徹底した radial ray defektを示すこと， 3)発育抑

制l的であり ，過剰奇形はみられないこと， 4)いわゆる

特発性切|析はないこと等である.

そのほか我々の調査で，特に興味を志く点は次のごと

くである.

1) 'jlの陣容が比較的対称性であるのに対し機能は一

般に右側においてよく，対称性でない.

2) 3指以上もつものは尺側の指ほど機能はよく，前

腕以下においては憐fj・神経支配の伸筋群に欠損または形

成不全を疑わせる.各指'J'j関節は高度の可動;fjlJ限を示し，

正常な運動範囲を有する指は約 1割にすぎず，特にM.P.

の屈曲制限が著明である.

また長管'門ーの'目端核や手根'l'jの'行化点の出現は非常に

遅延するのも特徴的である.

痕跡的上腕'自は我々の解剖例でも什端線がみられなか

ったが，約3年間の経過中，長径成長を示していない.

上腕骨，尺什の形成不全や部分欠損がある場合，肘関

節部より述位においてそれが若しい.関節造影を行なう

と，関節肢は保たれ，関節適合面も比般的よい.

内反手があっても尺，ru.がE富山しないものは約半数ある

が，尺{lUJ弓状変形を示すものでは，ごくわずかではある

が成長とともに増強する傾向がある.

質 問 :清水(東大盤形外科〉
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現象形は同じ|付反手でもサリドマイトーによるものとよ

らないものと臨床的に区別できるか ?

答 :小川(横浜市大整形外科〉

まず直接検診したもので‘は，家族的に先天奇形の因子

がないことを確かめている.

昨年 Lenzが来浜したおり，これに関して述べていた

が，奇形の総合的観察によって，先天性のものと，サリ

ドマイド奇形と区別し得ると断言しているし，我々も全

体的な奇形のコンビネーションによ って可能と思 う.し

かし骨絡だけではなんともいえない 特に顔面血管躍の

既往は重要である.

答 ・土屋 (横浜市大整形外科)

サリト?イド奇形を形のうえから確実に診断できるか

とし、う問題であるが，これは 1つ 1つの奇形では特有の

ものはなしそのコンヒポ不 ーションが特徴的である.し

たがって典型的なコンビネーションのものは形態からサ

リドマイドと断定できるが，Jド定型的の組合せや，単独

奇形では下IJ定が不能なことはもちろんである.しかし西

独の Lenzが昨年 11月横浜にきて多数の患者をみたが，

Lenzは，最終月径後何日目に服薬したかによって奇形

の形態がそれぞれ特有であることを強調しており，こう

した点も含めた総合的.I'IJ院JTによって断定するほかはない

と思う.

質問.綿谷(阪大整形外科〉

私たちも，土屋教授のアンケ ー トに回答したが，そのう

ち明らかに sensiblephaseが大きくはなれている Case

もあったが，これらを除外しても 3例になったわけか?

すなわち回顧法によって服用が，一応 sensiblephase 

にはいっているもののみをとりあげられたと解してよろ

しいか?

答 :小川 (横浜市大整形外科)

ご質問のとおり，直後検診したもの，アンケートによ

るもののすべてがその母親の回平等によるものである.ま

た， sensible phaseからはなれているものは， 63例に

合まれていない. したがってこの phaseに明らかにサ

リドマイド系薬物内服したもののみが 63例である.
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21. Phocomeliaの治療および Sulamaa手術の成績について

清水 j字 !波河敬次郎 !鹿野昭土*

Phocorneliaの治療についてはすでt二本学会て、も慶応

大学:等の発友があったが今回我々は Sularn拍 手術徳行

秒IJを合め 4WI]につき報告する.定例の概要は表 1のごと

表 1.

話EWIJ1. F.E 

昭 37，10， 18日生. ♀ 

3才 5ヵ月

手術 (ー)

奇型 i河上腕骨欠損(痕跡〕

両院什欠損

両尺骨短縮，湾山

指 右 4木

左4木

指尖の高さ 噴IJ;伏突起

症例tl3. A.T. 

昭 37，7， 18 円生. o 

3才 8ヵ月

下iホ:j 9ヵ月.両側l

Sularnaa ope. 

1才 11ヵ月

介移植による手関

節fliJ動体r.

ず守ll'1 両側上腕骨欠損(痕

跡).

両側腕骨欠損

指 右 3本

左2本

指尖のおさ 上腹部

症例 2. N.M. 

昭 37，5， 5 R生. !j? 

3才 10ヵ月

1才 1ヵ月.

両世IJSularnann ope 

両側尺11・central isation 

両上腕什欠損(泌跡).

両院1l欠損指右3本

左 3本

上腹部

症(9IJ.1. A.Y 

1113 36， 6， 19 n ~t. o 

4才 9ヵ月

3才 9ヵ月.

合指症手術.

4才左手間節回定術.

両側携背欠損

両側肩，肘関節1況臼

指右 3本

左 3本

腕部

くで症例 1，2， 3は痕跡的上腕竹のみあり，挽'円と携側

の指の欠損を伴う proxirnalphocorneliaであり，症例

4は上腕骨・は存在するが肩， 肘はJsl臼し機能上 phoco-

rneliaに近いので今回の報告に合めた.

Sulam拍 手術の成績.

Sularnaa 手術は鎖骨を納転して泌跡的 l二腕'i-Llおよび

尺骨と結合し，上腕骨のかわりとし，上岐に.li性支持を

* ]. Shimuzu:東京大学整形外科 K.Suruga (教授〉 順

天堂大学小児科;S. Takano:整肢療護国(東京郡板橋区.

根上町).

与えるのをil的 としている.欠損奇型の程度に多少の差

があり厳密な比較はできないが日常機能上，手術例を非

手術例と比"安してみると(図 1，2_ 症例 2). 

図 L

図 2.
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1) 移行された鎖'円-の長期発育はほとんどないか，き 表 3. 上肢運動年令検査表.
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わめて少で上肢長の増大には寄与していない.

2) 肩甲'自の胸郭に対する動きは上肢に骨性支持ーが与

えられたことにより良くなっているが日闘節が亜脱臼し

可動域も 30。ぐらいしかないので手指の到達し得る範囲

は非手術例と比べほとんど差がない.

3) しかし'IJ性支持のあることにより ，また鎖'IJーがな

いため肩内転が正常以上に可能なため両手で‘ものをはさ

み保持できる.

4) 手術廠痕により内転拘縮すなわち外分まわしの制

限が軽度にみられた.

症例 1，2につきゲゼノレらの小児上肢機能発達段階と

比較してみると， 本症例の 上肢運動年令指数は正常の

80~90% で比較的良く 3 才までの片仮IJの機能はよいが

4才以上の両手の応用動作および日常生活動作は無理と

思われ義手を必要とする(表 2，3). 

表 2. Phocomelia i:小児上肢機能発達段階

の比較.

|症例 11症例 2

l才上手に小球をつまむ 。。
一度に 2，3頁めくる 。。
なぐり主?き 。。
物をなげる 。。
ものをつまんでたベる 。。

2才 1枚ずつ頁めくる 。。
少しは自分で食事をする 。。
匙をひっくり返さないで口へ運 ム 。
ぶ

プロックをはめる 。。
コップを上手に用う ム ム

3才手を洗いぬぐう ム ム

あまりこぼさずスプー γで食事 ム 。
する

ハサミを使う × × 

更衣 × × 

食事の自立 ム ム

4才 E買を洗ったり，ふいたりする × × 

Paperで大使のしまっ × × 

両布11を正しく通して着る × × 

おしっこを 1人で全部する × × 

ハサミを上手に使う × × 

0:正常可能， ム:中等度可能 x 不可

探腕での機能

始めはほとんど上肢を用いず足指聞にスプーン等をは

月数

4ヵ月

7ヵ月

10ヵ月

12ヵ月

18ヵ月

21ヵ月

24ヵ月

30ヵ月

36ヵ月

￥訟竺土L症例 1
-) (+) ;(ー)(+) 

がらがらにぎり ④ ④ ④ ④ 

2.5cmサイコロにぎり ① ① ① ① 

同 母指使って × ① × ① 

同 他手うつしかえ ① × ① × 

0.6cm ビーズを母指と他 ③ ③ ③ ③ 

の 1指で正しくつまみあげ

る

ピーズをつまんで 5cm径 ① ① ① ① 

のピンに入れる

3.7cm サイコロ積み ① ① ① ① 

(2コ)

同 (3コ〉 ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ 

同 (5コ〕 ③ ③ ③ X 

同 (6コ) ① ① ① × 

ベージめくり (6ベージ中 ① ① ① ① 

4ベージ〉

1.2 cmのピーズ通し ① × ① × 

3.7cmサイコロ積み(8コ〉③ × ③ ③ 

クレョ γをにぎってカ‘く ③ × ③ X 

3.7cm サイコロ積み(9コ〉 ③ × ③ × 

ビーズをピンの中に (10コ × × 3 3 

/30秒〉

両 22132118 

t院 .，00)94 ，， 180 45 

さみ食事をしていた.しかし訓練により手指の聞に物を

はさみ，指を屈曲させたり，ぴっばったりできるように

なってきた.上肢帯の動きは次第によくなり現在では正

常近くまで動き，手術例では，肩内転の良いことが観察

される.手指の運動は主として指屈曲， 内転によるはさ

む動作でスプーン等は保持できるがドアのノプをまわす

のはかろうじて可能である.片側の運動機能は，正常の

80~90%にまで上達したが， 両手の協同動作は著しく悪

く，今後の上肢機能は年令と相対的にますます低下 して

くると考えられる.
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ミット型義手

簡単なミット.l!Ilの受動義手は生後 5ヵ月ごろより上!波

長の感覚を1~ うためつけさせるべきだが，症例 2 では遅

れて 3_..fになってつけた.肩の内外伝により大きなもの

をはさめるが刊行が使えなくなりf%)腕すなわち義手なし

での機能が発達してくると非常'に不満足なものになって

きた.これらの義手は後の能動義手への~ljvi1iとしてつけ

てみたものである.

フック型義手

Phocomeliaに対する能動主主手としては種々のタイプ

が考えられるが，我々は症例 1，2には国立身体障害者

更生指導所の，症例 3，4には鉄道弘済会義肢研究所の

指導により上l皮切断者用の標準型の義肢を装着せしめて

みた.肩甲骨?の内転や前方移動により反対側の手に向う

wlreが緊張し terminaldeviceの hookを聞き， ゆ

るめると hookはコムの弾性で閉じる.月、J関節および前

l腕の回内外は他動的に角度をセットしておけるようにな

っている.この義手により小さいものをはさむことなど

はできるようになったが hookを開くのにかなりの努

力を要し，また反対側の harnessであるため， 両側の

h∞kが同時に開き， 一方ずつ分離して行なうことがで

きず何千て、の協同的動作はまだ不可能である. Hookに

スプーソを|珂定して食事の練習をさせたが身体全体でス

プーンを動かしかっ頭をのばして JJをスプーンに近づけ

ねばならず， )1二常な努力を要しており，少なくもこのぷ

手では食事の練習に熱意を示さない.これは似腕の上!政

機能が始め孜々が想像したものよりもはるかに良くコッ

プの水をのんだり，スプーンを使って 1人で‘it寸下ができ

るようになってきたからであり，~予をつけると 3 才の

現在では， A.D.L.が約半分に低下してしまうからであ

る. しかし4才をすぎて，両手の協動動作の段階にはい

り，顔を洗ったり， トイレットでの紅門部の始末，衣服

の着脱等になるとほとんど不可能となり，どうしても義

手を必要とする.この点が木症では ameliaや両側切断

とは異なり義手装着上その訓練や motivation，五手の

タイプ等の問題を複雑なものとしている.

下肢の代償動作

下l伎の代償動作は向然に発達し驚くほどたくみな!fj})('F

を行なっている.我々は症例J3では親の希望もあり上肢

の訓練のため，下肢の代fiUj})作を禁!としたこともあった

がこれは誤りで全体としての A.D.L.を向ヒさせ，また

将来談予のlf)悦には下肢のより組I~ 、動作が必要であるか

ら積極的に下肢の機能司11(*を行なうことが正しいブ7向だ

と考え実施している.

結語

1. Sulamaa手術について

1) 木予N:iにより 3才の現在では A.D.L.上大きな利

点も欠点もみられなかった.

2) 手術例にみられた肩巾刊の動きが.t:H、ことは，今

後， fi8動義服装芯上有利かと思われる.

3) しかし本手術がすべての phocomeliaに対して絶

体的適応であるかどうかは疑問である.

2. 能動義手について

1) 木京には A.D.L. 上能動義手は絶体必要である

が，訓練は裸l腕での訓練，主主手でもの訓練，下肢の代償動

作の訓練を平行して行なうべきである.

2) Hookの開閉だけでなく肘の屈伸，回内外等も要

求される.我々は肘の屈伸を指の屈曲力やオイノレダンパ

ーによるものを試作中であるが，いまだ結論には至らな

し、

3) より有用な義手のため，わが国で‘は未開発の炭目安

ガス，電気等による外力能動義肢の研究の一般化が期待

される.

追 加:0-1j!{ (盛大盤形外下ト〉

我々は Thalidomide児を，治療の面から typical

phocomeliaと， 1付反子型に分けている. 古ijcf;ーにはぷiT

の絶対の適応がある.主主々の症例lでは残存する予を.)JiJ

のMフロックのかけはずしに役立て，体のmJJ屈運動をブJ

ili;¥として， hookの開閉， IH継手の屈tlllをすでに 1'1111に

行なっている. ところで問題になるのは，いわば両者の

移行型ともいえる症例lの場合で，この型では通常，上腕

骨は痕跡的であるが，尺'円ーは比較的長く{呆たれ Sulamaa

のし、う手術の適応が最もあると考えられる例だが，この

ような正常の月J関節部以上の長さをもっ子には，義手の

適応、はないと我A は考えている.この場合，我々は肩の

ソケットが上腕部に仲び，下から上肢を支える装具をつ

けている.この装具は不安定な肩関節を固定し，しかも

肩甲帯の運動を上肢に伝えるという Sulamaa手術の意

図するものをこれで補うことができる.また肩甲併の運

動は， phocomeliaではもちろん， ameliaでも， Sula-

maa 手術を行なわれなくても， 機能訓練によって十分

こ行なうことができる.したがって我々は Sulamaa手

術の必要は実際はないと思っている.

追 加 :);ー岡(神戸大整形外科)

1) 私はがJl年IHJGrand Rapidsにおける Michigan

Clippled Children Commitionの AreaChild Am-

putee Clinicで Dr.Frantz， Aitken， Swansonらと
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ともに働いたが，こLでは小児上!波 amputeeに対して

は義肢装着が困難な場合を除いては外科的侵裂は用いら

れていない.

2) 早期に手術を施行することは，平均jのミッ ト型の

受動装具の装着を妨げる.

3) Sulamaaの手術自身に適応の限界があり ， 肩の

運動源が前腕までであり，かつ肘関節を固定し，また，

prosthesis装着に関して強固でなくてはならぬ肩甲帯

が弱くなるという欠点がある.

4) Michiganでは 1958年より Figure8 harness 

使用の standardshoulder disarticulation prosthesis 

の socket に窓をあけ， 指を自由に用いて forearm

lifting， elbow lockingをするようにしている.

発言:池田 (慶大整形外科)

1) 内反手は A.D.L.の函から放置しておいたほうが

よいという意見があるが，我々は ulnocarpaljointを

脱臼のま L放置することによるマイナス商(肉体的，精

神的〉を考え，可及的正常{立ないしこれに近い肢位に矯

正保持する こと会原則としてやっている.保存的治療が

だめならば releaseoperation，次に dynamicsplint 

を装着する. この splintの使用で息児は希望すれば内

反可能で， 日 'li~' 生活の障害はない.

2) Frohlich法は発育の面で 利点があると考えられ

るが，術後の X 線像から推定して，長期間矯正位保持

(dynamic splint) と運動療法が必要といえる.この点

を十分にやっていたら手術成績は向上していたものと忠

う.
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22. 先天性奇型に対する手術遠隔成績による 2，3の考察

小林品 松崎昭夫 光 安元夫 諸岡正明*

手の奇型の治療時，内部にある奇型を考えず，外観だ

けの矯正を型どおりに行なっても，後に思、わぬ変形を起

こしてくることは，よく経験することであり，木学会で

も先天性脊型に関する手術および注意すべき点について

論じられている.我々もさきに報

告したがこのたび再び合指症，多

指症，裂手につき術後経過ととも

に起こってくる癒痕の影響，筋異

常による変形，変形の矯正法等の

問題をしらべる目的で昭 36年よ

り昭 40，6月まで、の問に当科に入

院治療した患者 36人につきアン

ケート，および来院を求めて検診

を行ない， 26人の返事と 18人の

外来診祭を行なうことができた.

そのうち直接診察を行ないえた例

こっき検討し 2~3 の考察を加え

て，今後の治療指針にしたし、と思

い報告する.

程度によっては合併する他の解剖学的異常による力の不

均衡によって術後に生ずることが考えられる，また退院

時にすでに観察された 2f7IJがあったので調査したが 1手

は術前より存在したもので 1手は術後みられた変形で

L ~ 
合指症については 8人 21指問

図1. 掌仮u搬疫の直線化および三角皮弁が背恨11へ引きあげられ， またはその頂点部
につき水かき形成， 指聞の狭少 での綴痕により，指聞の挟少化および水かき形成の起こった指の・ンェーマ (a). D.I.P 

化， lateral bandの欠損によると 関節部掌院側を斜に切る植皮片の縫合線により起こった D.I.P.関節の屈曲拘縮.

考えられる指の開掛，皮膚縫合線級痕による拘縮，指の あった.第4の縫合線の搬痕による拘縮，捻れは9指に

捻れ等につき調査した.第 lの水かき形成は 21指問中

8指聞に認めた. しかしこのうち 4指聞はほとんどわか

らないか，ごく軽度の水かきであった.これら水かき形

成をきたした側の術式は 6指聞は背側より三角皮膚介を

もっていったものであり，残り 2指聞は，j;;u形皮膚弁によ

るものであったが，はっきりとした水かき形成をみたも

のはいずれも前者によるものであった.これら三角皮府

弁はいずれも背~111にずりあがり学側の縫合総はし、ずれも

直線化して水かきを作るか，皮弁の掌側端の癒痕で軽い

水かきを作ったものであった(図 1a).第 2の指聞の狭

少化は 5:t:1間にみられたが，いずれも三角I支弁によった

もので掌仮11尖端部の娘痕が指問をひき寄せた形のもので

あった.第3の指関節で、の閲排位については，合指症の

* A. Kobayashi， A. Matsuzaki， M. Mitsuyasu， M. Mo-

r∞ka:九州大学整形外科.

おいて凡られた.いずれも機能を非常に害するものでは

なく，その程度は 170~ 140。であった. 部位は D.I . P. 5， 

P.I.P.4で， これらはし、ずれもカーブーを画いていた縫合

忠良が直線化 し関節の外掌側にきて起こすか，またはデザ

インが忠く関節の竿;倶11皮府鍛墜を斜に横切る植成法の娘

痕によったものであった(図 1b). 以上のことは現在

まで紹介された手術法または注意すべき点を守れば防げ

るものと思われるが案外ノレーズになされる場合が多く，

なお次の点に注意することが必要と思われる.すなわち

指間の処理時 reentangularfiap を用いても，背側よ

りもっていった皮弁の~J~~!llは十分に幅広く作っておくこ

と，また掌;側の縫合忠良はゆるいカーブではなく大きなカ

ーブまたは zigzag とし，植皮片も皮府欠損部によく

合せてデザインしそのや11びを利用 して皮切線に合せて縫

合することは一考を要する.また指間部のデザインに注



立し，特に末節まで‘の合指症の例で、は末節部の縫合線に

注意する必要があると思われる，また小児，特に年少の

場合には，成人と異なり成長が早いため，それとともに

起こる可能性のある廠痕の影響をできるだけ小さく，上

記のようにして縫合総の直線化を防ぐ必要がある.

裂手については intrinsicm.の異常による変形指間

の拡大，裂け自の治大， 中手骨の状態等につきしらべ

た Intrinsicm.の欠除または発育障害があれば，裂

け目の両似IJにある指に働く力の不均衡が起こり指の開排

変形が起こってこないかということが考えられる.検査

を行ない確かめ得た 5手中 2手が P.I.P.関節で 170。前

a. 

図 2. 中手骨基部で固定した例.
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b. 

後の軽度の開排位をとったものがみられた.また 1手で

は閲排をさせると以前裂けていた指聞に聞きが大きいの

が見られた.これらの変形は時日とともに大きくなる傾

向はないように思われた.外見上裂け口の増大は見られ

なかった.背面より見て'FJ間部の陥凹が3手でみられた

が，目立つのは l手のみであった.検査しえた症例では

隣り合った'-1'手'丹も引き寄せるためにe初荷形成等特別な

ことをした例はない.そのためか， 外見上は目立たなく

ても X線写真Aを保ってみると，中手骨悶が{自の部に比べ

て鉱がっている例が見られる. 靭帯形成のかわりに第

2， 4中手骨問で中手骨の聞きが適当になるように固定

した 1fylJにおいては外見， X線所

見ともに良好な成絞であった(図

2). 裂け目の縫合法の差はみら

れなかった.

手の部分の形はし、与が裂け目の両側の指の P.l.P.関節での軽度の関排変形が
みられる.

多指症については筋付着部異常

による術後の変形，級痕による梼

側屈曲，捻れ，成長障:主，末節の

形につきしらべた.検診しえたの

は6人 7手であった.筋異常'特に

外転筋の処理については木学会で

もすでに論ぜられており，我々も

手術時ょくしらベ，また癒痕につ

いても，成人の場合と違い単なる

綴痕の収縮のほかに拐 I~体の成長

が早いこと も考えに入れて切除後

の縫合線は大きな Zlgzag とな

るようにし，特に指1l間関節部で

， ， 、
， ， 

、
、‘一 一ーーー ‘ ， ， ， I ， I ， / ，. I 

" ， 、
， 
、-
> ーーーーーーー， 

一

a. b. 

図 3. 多指症， M.P.関節レベノレでの切除後の総合時の l例.このくらい大き
な zlg.zagとする必要がある.特にf白骨関節音Hでは注)J:する.

のその影響を小ならしむるように

注意している(図 3).M.P.関

節部での外転筋の付着F部を残存指

に移しであるものは，M.P.関節

部で余剰指を切除した 5折Ip4指

であり，主主り 1指では記戦が不明

で特別なことはしていないが 5

指とも尺屈は認めなかった.減痕

による懐屈は特に指骨間以Juii部に

よくみられるが，検診しえた 7指

にはみられなかった.減反による

屈曲絵れは，特に末節より切離す

るとき問題となり ，検診例では 4

J行が末節より離していたが全修uに

このような変形は認めなかった.

末節の形は残した母指全体が小さ
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いもの，末節の余剰指切除側のみが小さく綴痕によりそ

のほうにう|かれひずんだもの等が比られるが，険診例で

は正常 1，母指全体が小さいもの 2，末節が全体的に小

さいもの 3，~jRßllj小さいもの l 例であった . IIIi 2者は

先天的なものでいかんと もしがたいが，後者はデザイン

の仕)Jでは防げるものと恩われる.

術後年数の短い少数例の検討ではあるが，以上の結果

より， これら幼児JVjに外科的に治療される奇型の治療で

は縫合線のデザインは原jl)jどおりにしても，JRの成長が

早いためカ ーブした縫合線も直線化し，成人と同様な対i

泉にならない場合があり，搬痕拘締の問題となるような

場所ではカ ーブも大きくするか， zig zagとし，また同

様な場所の他1支は， [;主的の伸びを利用して適当にデザイ

ンに合せていくことは，同様な危険がありつ 与しむべき

ことである.また指関節部特に末節部の縫合線のデザイ

ンはできるだけ末節の成長障害および廠痕拘縮を起こし

こくいように考えるべきである.このようなことはわか

っていながら口常の診療において案外ノレーズになされて

いることが州感され反省されたことである.また，程度

によるが合指症裂手の場合， intrinsic m.の anomaly

による桁の公形等はあまり 起こ っていなかった.裂手で

は中手'行のi.li部で、固定した例のj丸紅[がよく ，症例によっ

ては利用の価値があると考えた.

追加 :μ山 (日大盤形外科〉

合指症の治療は皮府のみならずl縫の付着部の移動， 骨

の発育|淳宮等を合併するので時JWに応じて これらの治療

も行なう 必要があると思う .

答 :諸岡(プL大整形外科〉

合指症の場合， 1文府の縫合線以外筋の付ー若および骨の

変形にも注意したが 現在までのと ころ 若切な変形はな

し¥

23. 手における移植皮弁の色調について

室 凹景久 平尾 尚徳 井 川 誠 司*

手の再建手術て‘機能の回復を第一義的に考えるのは当

然であるが，美容上の意義も軽視できない.q守に植皮の

際に，移植皮ff-と周囲の反田の色が異なったり ，移植片

に色素沈着を起こすと著 しく美容をそこなうものであ

る.この色系沈着などの原因については，まだ定説がな

く，我々を悩ます問題である.

今回最近 10年間に行なった手の槌皮(yljにつき色調の

変化を調先したので十日告する.

症例は児 35例，-!J，.・ 16例，計 51(Yljで疾，也別に分け

ると， 外ff)jー18例，火傷 19例，奇形6~ダ1]，その他 8 仔IJ

である. また手術術式別に分けると ，split thickness 

graft 18例， full thickness graft 14 tJIJ， pedicle 

graft 19例である.観察期聞は最短6ヵ月， 0長9年

10ヵ凡で平均2年である.

調査法は，日本色彩研究所作製の標準色表を用いて比

色し，色相，明度， o度を調査した.なお光源には色瓶度

3，200ケノレビンの 100V， 300 W のタングステン屯球を

用い，調査部位から 2m 離れ， 45
0 斜め上方におき，

本 K.Murota. N. Hirao. S. Ikawa:慈悲医科大学整形外科

明度 17度の比色窓を使用した.

成績

組織の移植には replacetissue with like tissueと

いう言集があるが，予の植皮について も例外ではない.

手掌部に腔1'1'果の下部から採取した皮弁を植えたもの2

例と，finger-palm法を行なったもの 1171]，計 3例の平

均についてみると，色相と明度は術後それぞれ0.4，0.6

と低下し，彩度は 1.0上昇している. すなわちほとん

ど色調の変化をみない.しかし一般には手部への皮膚移

舶には美容価値の少ない大腿部や下腹部を donorsite 

に選ぶ.これらの部位と手部の正常皮間色をしらべると

表 1のごとくである.手部の色相は yellowishredか

ら reddishorang巴が多く donorsite では orange

から yellowish orange を呈する. したがって recl-

pient site は donorsite より も赤味が強く ，特に手

掌面は手背部よりも著しい. しかし， 明度については

donor site と recipientsite の問にほとんど差がな

い.彩度は千部は大腿部や 下腹部にくらべ 1度ほど高

L、.

次に各移植法につき移絶反弁の色調を手術miと後につ



一般演題

表1. 正常広 l音 色
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色相番号 固有 色 名

2

3

4

5

6

 

yellowish red 

reddish orange 

orange 

yellowish orange 

yellow orange 

色 度 |彩 11E 

手 -t'f (14例平均〉 3.1 17.6 3.6 

1三掌 (35 " 2.5 17.7 3.7 

大腿前外似IJ(24") 4.3 18.0 2.4 

同 内仮IJ(5 ，， ) 4.8 18.4 2.6 

下 腹(15") 4.7 17.9 2.7 

表 2. 移他皮弁の色調変化.

遊離中間庖随皮(大腿から).

色相| 明度 |彩 度

6 1 1.5 1 -0.9 

術前(10例平均) ， 

術後( " ) I 

差

遊灘全層植皮(大腿から).

術前 (14例平均) I 5.0 18.2 2.6 

術 後( " ) I 3.6 I 16.4 I 3.4 

差 1 1川1.8 1 -0.8 

有茎植皮(下腹部か ら)

術前 (15例平均〉

術後 (16 " ) 

告と
注xニ

4.7 

3.1 

17.6 

16.4 

2.7 

3.8 

1.6 1.5 

表 3. ヰJ~皮弁の 色調変化 (下腹部より) .

手;lJl，:部への移植例.

色 相 明度 彩 度

術前 (8例平均) 4.6 17.7 2.9 

術後( " 3.1 16.0 3.8 

差 1.5 1.7 一0.9

-215ー;|;::J 

1 1.6 1 

18.7 

16.8 

いて比較すると，表 2のごとくで，手術法のいかんを問

わず，移植皮弁は色調の変化を起こすが，色相と明度は

低下し，彩度は上昇する.ところで色相変化の最も少な

いのは中間肝植皮であるが，明度と彩度の変化はL、ずれ

の方法も大差がない.す三の.ffi'il支では移循皮弁は赤味をま

し，黒ずみ， や L鮮かな色調になるのである.

次に移植皮弁が移11fj床の条件でどのように変化するか

をみるといま下腹部から手掌部へ有茎舶皮をしたもの

と，手背部に行なったものについて予術前と手術後の色

調変化を比べると，表 3のごとく ，色相にはほとんど差

をみないが，明度の低下は手掌部のほうが強い.彩度の

上昇は手背部のほうが高度で、ある.

次に移植床の条件が不良である阻血性拘縮 3 例 と ~tl撃

症の 2例，計 5例について術前と術後の色調変化の平均

をみるに，色相の変化は種々 であるが明度の低下は 0.2，

彩度の上昇は 0.2とほとんど変化をみない.また手背部

から指背部にかけて中間居植皮を行なったもので，手背

部と指背部を比べると，彩度にはほとんど差をみない

が，色相は手背部に比べて指背部の赤味が皆、くなってい

る.また，手掌{isの haemangiomaの切除後に中間層

植皮を行なった l例に，移植皮弁の色調に非常にむらが

みられた.

このように修航皮弁の色調が異なるのは移槌床の条件

にかなり強い影響を受けることを意味するものと考え

る.

次に移植皮弁が移他H干の緊仮状態によりどのように変

化するかをみるに，中間府l支弁を手背側に過緊張位に移

楠した17IJで・は色相は低下するが，切J度，彩度にはほとん

ど変化をみない.しかし一万下腹部から指尖部に管状皮

弁を移植したものでもは，色相と明度が若切に低下してい

る.これは脂肪組織の萎縮による皮膚の収納が大きな原

因と考える.

以上は皮膚の緊張度が移植皮弁の色調変化にかなり影

響していることを示すものと考える.また移植片の辺縁

部と中央部で‘色調にかなりの差をみるものがあるが，こ

れも局所の皮膚の緊張度の差によるものと考える.

そのほか 2~3 の症例で手術後に高度の pigmenta・

tion を示したものが，時の経過とともに軽快したもの

もあったが，現在のところその理由は不明である.色調

の変化と機能的成絞の聞には特別の関係をみなかった.
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考察

皮1:守色調の変化を起こす原因として最も重要な因子は

メラ ニン匙の変化と，血色素の量的ならびに質的変化，

すなわち酸化ヘモグ ロビンと還元ヘモグロビンの比率の

変化である.また皮!苛自体も各部位により光の吸収率や

透過率，反射率を異にする ものである.このように皮膚

色調を規制する因子は多様である.さらに移組後の皮弁

の変化を考えると皮膚・移植後の colormatchは非常に

むずかしいものである.

Pigmentationの現象は主にψJ!ltの低下として表わさ

れるものと思うが，それは HerbertConwayのいうご

とく，移植皮弁の収縮の結果メラニン粒子が践近し，密

度が高くなるためと考える.このことは過緊張子術例で

は明度の低下がさほどがなく，管状皮弁移舶などで皮弁

の収縮が強い場合に明度の低下をみることによっても証

明される.また阻血性拘縮や屯撃症などに行なった植皮

炉IJではほとんど明度の変化をみないが，これは移植床の

条件が不良のため， 皮弁の melanoblasten が破壊さ

れ，また melanogenesisに働く酵素系の作用が滅弱す

るためて‘あると推定する.

以上過去 10年間に行なった 51例の手の植皮t}IJにつ

き，1)手の他皮に関係する部位の健康皮膚色， 2)移植

後の色調の変化， 3)移値床の条件，移祇i皮弁の緊張度

などの影響について検討した. め ま た pigmentation

の問題についていさふか考察を加えた.

発言 :諸富(京府医大整形外科〉

私どもが従来，研究し，強調していた点を比t佼的科学

的に調査され，我々の考えを裏づけしていた工き感謝す

る.さらに&近では手の皮府移締法が行なわれているの

で，なお症。IJを笠ねられ，調査，研究されるよう願う .

質問 :杉浦(/'iIl立北療育園整形外科〉

1) 演者が調査に用いた日本色彩研究所製の肌色票

を，.1'1.ども使用して 72例のケ ースにつき調査した結果

を，去る第7回の当学会で東大整形より報告したが，こ

の際に気づいたことは該色票で‘は切]度の低い裂がかなり

不足であるということと，特に女性の手学の色合につい

てはどの票にも合ない場合が多く，評価に苦労したが，

演者は新しく改版された色票で‘も用いたのか? もし以

前のそれと同じ物を用いたとすると調査に当って不便を

感じなかったであろうか?

2) 我々の調査したデータでは，着色をみた移植片は

時をおって槌色することが従%:いわれるごとく認められ

はしたが，た Xこれもせいぜい術後 1年ほどまでで勝負

はついてしまい，それ以後のiill色は望めえぬように思え

たが，この点はいか工か ?

答:常山 (慈大整形外科〉

私どもの使用した色票は従来からのもので，やはり調

査時に迎合する色がなく，小数点をもって現わすような

場合が多かった.

発言 ・伊藤(慶大鐙形外科〉

私たちも，昨年の形成外科学会で皮膚移植片の色調の

変化と測色法について述べたが，演者の使用された色研

の色票は歩度が広く，日測にたよることが多い.現在皮

府摂IJ色用の色票を改良中なので，これが完成すれば，か

なり便利にかつより正確な訊IJ色が可能となると思う.



313 

24. 手指損傷時における爪の変形の対策について

斎藤哲夫

爪甲は湾曲，大きさ，滑沢性，弾力性，形態，硬さな

どが生理的状態に保たれてこそ指の機能の補助的役割，

あるいは指先の防禦的役割をまっとうすることができる

のである.日常我々は爪の変形に接することが多いが，

爪の変形のために物がつまみにくし、，つまむ力が弱い，

爪が引っかかる，あるいは些細な外力で、も容易に傷つく

など，種4の障害を訴える人が以外に多いことに気づく

ものである.

いうまでもなく爪の変形は，爪の疾患以外に外傷によ

っても起こるもので，爪の生成に与える爪母，あるいは

爪甲の土台をなしている爪床の変化が原因であるが，外

傷の場合，これら爪母あるいは爪床に直接関係のない指

頭の損傷の場合にも変形をきたす可能性をもっているこ

とが特徴としてあげられよう.しかし外傷による指頭の

損傷では，爪床の処理が適当であれば，変形は十分回避

されるものである.今回， 我々は自己の経験例について

述べるとともに爪の変形防止の対策に検討を試みた.

我々は指先の皮膚，I欽部組織の欠損例に対して種A の

皮膚移植法を利用して，宣IJを被覆しているが，このよう

な処置にもか Lわらず，後日爪甲が変形することがしば

しばである.その変形は爪母あるいは爪床に加わった直

接打撃によって起こる変形と異なり，程度の差はあって

も，すべて掌側に向って湾曲する変形を示すものであ

る.ごく軽度の例では，ゆるい曲線を描く湾曲にすぎな

いが，著しい例では爪甲はまったく球形を呈し，あたか

も真珠を思わせる変形を示すものすらある.また例によ

っては，爪床の表面組織が増殖して角質を形成し，爪甲

が厚くなるとともに縦軸に著しく湾曲して，あたかも鳥

の爪のように鈎形を呈するものさえ見られた.

私どもは，これら爪の変形の発生原因について検討し

てみたところ，その原因は損傷時の爪の処置に問題があ

ることがわかった.

1. 爪の湾曲の発生理由

爪甲と爪床とは密接な関係を有し，爪甲は爪下皮を伴

ってともに前進してくるという .したがって爪甲は爪床

の形態に順応した形態をとるため，薄く自由に形態をか

える爪床が，なんらかの理由で掌似IJに引張られると，爪

* T. Saito， M. Ozawa:松下病院(大阪府南守口市日吉町〉

小沢政夫*

甲もまたこれに応じて同様の湾曲を示すことになる 〈図

1 ) 

¥と

に
和江守
山

図1. 湾出の理由

2. 爪床を湾曲させる原因

原因としては種々のものがあげられるが，指頭のごく

小範囲の皮膚欠損に対して張力を加えた l次縫合もその

原因となる. しかし私どもが多く行なうのは皮膚移植

で，中間庖皮片移植， cross-finger法， finger-palm法，

双柄皮弁被覆法などが行なわれるが，この際，皮片の収

縮傾向の強い皮片の移植，皮弁の不足，縫合不全などが

原因となり，特に双柄弁では生理的緊張を無視して移動

させるため皮弁に元にもどる力が加わり，強い爪の変形

を招く危険の多い方法と考えられる.

また指頭の軟部組織のほとんどを欠き，かろうじて爪

甲と爪床とだけを残している場合爪甲を残す目的で，爪

甲と皮膚欠損部の被覆に用いた植皮片とを縫合した例

は，ほとんど後日になって爪の湾曲をきたしている.こ

れは爪甲に付着している薄L、爪床組織がきわめて活力に

乏しく，容易に廠痕あるいは壊死に陥りやすいこと，植

皮片を爪甲の湾出に応じて，爪床に完全に密着させるこ

とが困難であるため，この部の植皮片までも壊死に陥り

搬痕化することなどが理由としてあげられよう(図 2). 

したがってその対策としてはこれら爪甲と爪床のみの

部を完全に切除し，皮膚欠損部を平面になるように整

え，十分余裕のある皮膚を緊張が加わらないようにして

密に縫合するのが望ましい(図 3). 



314 巻 18・号 4 整形外科 1967年 3 月

45弓三ヨ

F7己三3
人、ー〉~一一J 人一

欠JHiiG

f[li.皮昨

図 2.湾 曲の原因

私どもはこのような対策をたてて指頭の損傷の処理を

行なうようになってからは，爪の湾曲を示す例はほとん

ど見られなくなったが爪の短縮が残ることが欠点といえ

よう .

追加 鳥山 (日大整形外科〉

爪の変形が起こったものに対する対策として指端に骨

移植と有茎皮膚移植を行なって矯正した 2例を追加し

7ニ

5 戸主主審 A 

e ，..一一円e-J

1---一一一」ー--̂--

図 3 湾曲妨止の対策.

爪の変形の起こる原因については演者とほ X同意見で

ある.

25. Degloving injuryの治療経験

横崎元男 真田義男 カ 田忠 義 山 河岡1]*

Degloving injury の治療に際しては可及的早期に

resurfacingを行なう必要がある.

Resurfacing に当っては， 創の状態を考慮して有茎

植皮術，遊自It櫛皮術あるいは両者の合併法が常用されて

いる.

我々は表 1のような 8症例 10'fの deglovinginju-

ries を経験したので， これらに対して行なった処置を

主として resurfacingの方法について述べ，2~3 の考

察を加えた.

症例 5. 22才，男.左手 deglovinginjury.ゴム

ローラ ーで受傷し，左手掌以下を母指を含めて deglove

本 M.Yokozaki. Y. Sanada. T. Rikita. T. Yamakawa 

広島大学整形外科.

された症例で、ある.受傷 5時間後に腹壁有茎皮弁ーによる

resurfacingを行なった

この症例においては，示J旨を中手'向中央部で切除し，

母指は{也の各指とは別の皮弁を用いて cover した.

Resurfacing の方法としては有茎広弁によるものが

最も良い結果が得られた.ことに深部組織の損傷度の強

い指では necroslsの危険が高いので有茎皮介で cover

する必要がある.

有茎~TI自皮術の実施に当り，この症例のように示指を切

除すれば 五rstwebの拡大と倉IJilliの縮小が得られる(図

1 ). なお，これを行なわないときには， 手背部の一部

を遊離中問団組皮を行なって cover するのも良い方法

である.
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6 1 金本 136才，男 |左手 州 ov叫 injuryl

7 I高木 I5才，女 |左前腕末梢 1/4以下 I 5 R 
| degloving injury 1 

8 I安野 122才，男 |両手 州 0叫 injury

左示 ・小指 P.I.P 関節

中 ・環指 M.P.関節切断

有茎他i主

有茎枢1皮，-I'f側の一部に中間

庖他」主を合併

「丘町一|良

|←ケの分阪行なl可

6時間l有茎他皮

l 示指切除，母指と他の 4指と

は別の皮弁で cover

有茎値皮術の方法としては， recipient siteのl血流の

改善，生着までの期間， donor siteの処i丘の難易など

の諸点で singlepedicle fiapが有利である.

症例 7. 5才，女.左手 deglovinginjury. 

この症例はうどん製造機械のゴムローラーで受iあした

もので左前腕末梢 1/4以下の完全な deglovingである

との症例は受傷 5日後に来院したもので創はトレックス

ガーゼにより cover されていた.倉IJよりの分泌多量で

あるが股苔の付着などはみられない. 直ちに debride-

mentを行ない，すべての指を一括して腹壁有茎皮介お

よび遊自It1j-1問問皮介ーによって cove， した 皮弁切離後

10時間l左手・ ・ーー小指 M.P.j.tlJI析
母指 :有茎虻i皮

手学，1'-背，示指 1-1'間

居紅iI主

右手 ..Resuture (皮下脂肪

21日 | 除去〉→指 necrOSlS

←右手 υ 示ti1中手什で切断 ←指の分離は行なわず

良

中~小指 P.I.P.j.切断

有茎舶l主(指〕

2回に分けて指の分離を行なった.

Degloving injuryに対する resurfacing の方法と

して有装植皮術がしばしば採用され良結果が得られる

が，反面この方法には donorsiteの問題，土記弁-j;/J離後

の指分離の問題，手の回定肢位や回定期間の問題などが

あり必ずしもこのましいものではない.この症例では皮

弁切離後に指の分離を行なったが，労働者など，美容的

な問題が少なく ，機能面だけを考慮するならば母折の分

離だけにと Xめてよいと考える.

症例 8. 22才，児.両手 deglovinginjury. 

この症例lは 100屯ゴムローラ ーに左手を巻きこまれ，



316 巻 18・号 4 整形外科 1967年 3 月

図1. Resurfacingに際して示指を中手骨
のレベノレで切除すれば firstwebの砿大
と:uUITiiの縮小が可能となる.

これを引き抜こうとして右手もまた巻きこまれたもので

両手凶節部以下の degloving である.受傷 10時間後

に resurfacingを行なった.左手では手関節部以下の

degloving であり， 同時に示指および小指では P.I.P.

関節，中指および環指では M.P.関節以下の切l析を{下っ

ている.また右手においては皮弁の剥雌は各析の'-1-'節部

までにと xまっているが，母mは完全に deglove され

ていた.骨の損傷はみられない.

この症例では両手の広範囲の皮胞を deglove されて

いるため resurfacingに際して大量の皮弁が必要であ

る.

そこで，右手については剥皮弁を利用し，これを defat

して全府皮弁と成し resutureすることとし，左手につ

いては残存する小指を M.P.関節で切除.比較的循環障

害の軽い手学，手背および示指の基節部を遊離中間層皮

弁で，母J旨は abdominaltubed pedicle skin grafting 

を行なって coverした.

図2は右手の術後血管像であるが，各指動脈は閉塞

されており各折の necrosis の可能性を示した. 事実

necrosis をきたしたため 21 円目に necrosis を切除

し，同時に示指を中手骨基部で切除して firstweb の

拡大と創面の縮小を行ない，さらに各指を P.I.P.関節

で切除した後腹壁有茎皮弁で cover した.この際母J行

および指の基節督は necroticであったが有茎皮弁によ

a. b. 
図 2. li"E{JIJ 8の右手I血管{公指動脈はすべて閉塞.

る I血流改普をWlf~} して切除することなく残存せしめた.

Resuture法や遊雌植皮術の成績が指においてはよく

ないことは当然のことで，図 2に示す血管像からも説明

できると思われる.

この症例のように広汎な皮膚欠損があるもので，他に

適当な手段がないと恩われる場合には emergencyの方

法として resuture法を採用し 2次的に necrosisを

切除して指を有茎値皮で cover するのも lつの方法と

考えられる.

なお左手では手掌および手背を遊離中間J~l支弁で co

verしたが，こ のように遊離植皮術は比較的循環障害の

軽い手掌や手背では則いてよいと考えている.

しかし指ではこの方法の適応はほとんどなく，有茎植

皮術を用いる必要がある.

他方，美容上の問題を除けば 1~2 の指だけが de

gloveされた症例lで‘は，むしろ指の切断術を考慮すべき

であると思う .

追加:茨木(新大盤形外科〉

1) 深部 fasciaが温存されている場合には中間層皮

片でかlの-n~j 閉鎖を行ない，必要あれば 2 次的に拘縮を

除去するために有柄植皮をするのが実際的である.

2) 血管が necrosisになっていても腿や'自は pedicle

によって救えるごくせまい時期があるのではないか.
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3) 最近私たちは pocketgraftの際 syndacyliaを

作り後日各指に separateしている.

諸富(京府医大整形外科〉

我々も最近経験した 2例を報告する.

症例 1. 20才，男.夜間作業中左手がベノレ トに巻込

まれ，手関節部から末梢部全部がベロッと剥離した.直

ちに工場の近くの医師に軟行の塗布を受け，翌朝来院.

そのときの所見は筋艇の話出，血管の avulsion等があ

ったが，機能は比較的残存した.腹部皮府を利用しての

ポケッ ト法をとった.次いで皮府の生植をまって，撲形

成術を行なった.

症例 2. 50才，女.

作業中ロ ーラーに右手をはさまれ，近くの某医に受

診，翌日に来院した.示JBの掌側中枢部および中指の背

側を除いて，他指の皮府は細断され，特に環 ・小指では

指全周の皮膚の挫滅がみられたが，機能的にはかなり温

存されていた.これに対し中間府皮片を各指にぐるぐる

と嫁線状に移植したが，みごと失敗，やはり腹部よりの

ポケッ ト法を行なった.2ヵ月後の今日，良い結果を得

ている.

質問 .栗村(東大整形外科)

たった l例の経験であるが，最近有茎植皮をしてから

6年経過した症例をしらべる機会をもった.それによる

と運動，知覚の回復は大変よく 10円銅貨のギザが識

別できるほどであった.た X美容上みにくいとし、う以外

に循環障害が強いと思われた.指先に傷をつけやすい

が，これは知覚障害よりは循環障害に基づくのではない

カ込.

次に成舎によれば，どちらかというと思い切った処置

をとって，残すべきところを残すように害かれてるよう

亡思うが，少し無理と思っても有茎植皮ならば，できる

だけ指を保存するように努めたほうがよいのではない

か.

答 :真田(広島大整形外科〉

1) 有茎植皮術後特に知覚回復について followupし

たものはないが，たしかにかなりの知覚回復はある.指

尖部の ulcerformationは主として知覚障害によるも

のと思われるが，ご指摘のように循環障害も関与してい

るものもあろう.

2) 指では有茎植皮を行なう必要がある.手主主や手背

では中間層植皮でもよいと思う .

3) 美容上の要請のない労働者などでは母指の分離に

とXめてよいと思うが，可能であれば指の分指を行なっ

たほ うがよし、と思う .

26. 手 の 熱傷 の 治療

難波雄哉 伊 藤孝徳*

手の新鮮熱(gの治療は熱傷の深度，広範閤熱傷合併の しかし2度熱傷はいずれも，初期治療に当を得れば保

有無，患者の全身状態などによって，それぞれの症例に 存的治療のみで治癒するため，この場合の治療方針は，

応じた処置が必要であるが，本文では我々が行なってい 創面をあらゆる物理的，化学的刺戟から保護して，自然

る基本的な治療方針について述べる. 治癒を促進することで，化学療法下にまず手を洗浄し，

熱傷の深さで 1度のものはこ与では除外し， 2度と 汚物や異物を除去し，次いでワセリ γまたはラノリンを

3度の新鮮熱傷および陳旧肉芽創について述べる. 基剤としたフラシン軟干fをしみこませたガーゼを創面に

1. 2度の熱傷に対する処置 あてる.この際の軟膏ガ ーゼはオートクレイブの中で軟

2度の烈げ努は，比較的浅いものと，深いものに分けら 育を溶解しガーゼに惨透させたもので，ガーゼに軟膏を

れ，前者を superficialdermal burn，後者を deep ベタベタ塗りつけたものは不可である.次いで cotton

dermal burn とも呼ぶが， deep dermal burnでは padを当て，弾性包帯をする.次の dressingは7日目

感染，その他物理的刺戟などで容易に 3度熱傷に悪化す に行ない，創に感染や穆出液のない場合は cottonpad 

る点で，臨床上重要である. のみ交換してさらに 1週間 pressuredressing をする

が，大方の例は 2週間で全治に近い状態となる.

* T. Nanba. T. Itδ:長崎大学整形外科. 水癒に対しては，内容液を出すか，膜を切除してから
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pressure dressingを行なし、，すでにチンク被!などが塗

られたものは，オリーブ泊でチンク油の除去を行なう.

1週間目 の dressingの際に，話量出物や一部に膿性物

をみた場合は， ヒビテン液で洗って第 l回目と同様の

dressingを行なう .切らかに感染のあるものでは wet

-dressingを行ない感染がとれるまで dressingを少な

くとも毎日 l回はとりかえたほうがよい.

身体の他の部に広範な熱傷を合併しているWIJでも，手

の2度熱傷に対する上述の処置はほとんと¥患者にとって

佼襲とならないので， ショッタj羽をのぞいては， 全身

的熱傷合併の有無にか与わらず上述の処置を行なって支

障ない Dressing 期間中の手指の運動は 2度の場合

いずれも 20日以内に全治するため stiffnessに対する予

防処置を考庖、する必要がなく ，治療全期聞を通じて安静

保持を原則とする.

2. 3 度熱傷に対す~処置

3度の場合は，皮悶'全屑が傷害されるため皮!汚移植以

外に方法はない.

初期には 2度熱(Mの場合と|司様，洗浄後 pressure

dressing，安!'rfr，高挙などによって厩!仮を防止し，全身

状態を考えたうえで第 7から第 15病日の間で debride-

mentを行ない，壊死組織の切除を行なう .

3度の場合でも手掌の鍵が受傷していることはなく，

手背でも直後熱傷によってイ中展艇が損傷することは稀で

debridementの際も paratenon が飽存するものは，

これが温存につとめる.

Debridement後は wet-dressing を行ない，重Ij面が

きれいになるのをまって植皮を行なうが普通 15日から

20日目ごろが多い. しかし3度の手の熱傷では，治療

の主体が植皮術であり，患者にとってかなりの侵襲とな

るため 抵抗idementおよび植皮の時期は局所所見のみ

ならず全身所見によって決定しなければならない.特に

広範囲熱傷を合併する例では，全身状態のほかに恵l支部

についても考慮をはらわなくてはならない.

3度熱{おで、は全身状態によってかなり長期間手術を待

期しなくてはならないこともあり， sti任ness防止の意味

から，初期の腫!阪の強い時期および植皮l~J聞を除いて症

例によっては手指の自動運動を行なわせている.

3. 陳旧肉芽草IJ例

すで、に肉芽創となったものでは，駆血干ifのもとで肉芽

を切除し，引き続き植皮を行なうか， 3~4 日 wet-dre

ssingで圧迫包帯を行ない，母床の整備と止血をまって

から植皮術を行なう .

I¥JI!旧例て‘も，全身状態と恵広部がゆるす限り早くJ植皮

を行なったほど機能的予後が良好である.

発言:諸富(京府医大整形外科〉

肉芽創のときは機能的には肉芽はとり除き，新鮮化し

て移植したほうが良結果を得ることは私が前に述べたご

とくで，演者の賛成を得てうれしく思う .

27. 手指痕痕性拘縮に対する皮膚移植の治療成績

山下 弘 三浦隆行 田 川 信正*

昭 31年より I沼 39年までの 9年間に当科にて施行せ

る手指廠痕性拘縮に対する植皮術 200例のうち予後調査

し得たもの 73例につき検討した.症例は男子 42例，

女子 31例で， 受(}"bfl年年令は 5才までの乳幼児期が 54

例で全体の 74%を占める.受{易原因は熱傷が 95例で

81%，外傷が 8例 11% である.

受傷部位はlJ;1指，小指， cl'l行が多くほ指は比'1変的少な

い.症例はrl'間層，遊離全府船皮術施行せるものを選ん

だ.受傷後手術までの期間は受傷後年内に手術施行せる

* H. Yamashita， T. Miura， N. Tagawa:名古屋大学整形

外科目

もの 32%で肢も多い. cl.'11¥]J¥?i 1:支片は厚さ 12/1，000，

17/1，000， 22/1. 000， 27/1，000 inch を使用し，しかも

着床条件のよい mediumthickness，あるいは three-

quarter thickness graftの実施を日標として，広範囲

な他皮を要する症例にはこれを多用した.

我々は主に術式による術後知覚，術後外観，および拘

紛を検討し合せて発汗機能検査を施行した

術後知覚および発汗状態 (表 1) 

術後知党は触角，痛覚を検しさらに 2ι}点'

て測定した.角的工には 1g. Frey's Hair， )rli覚には 3g

の針による重量痛覚を検し， 2 lX識別には aesthesio-
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発汗

meterを使用した.

触覚は中間J[)12例中 7仔Ij58% が正常を示し，5伊IJ

42% が鈍麻であり正常と答えたものが多い. 全回例で

は 23例中 16例70% が鈍麻であった，指1党は中間庖，

全層とも過敏が多い.

3 'l'IH11(1・
全 Mx

2ト翼 X 
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復状態はみられないようである.また術式による有意の

差は認められなかった.発毛は全層例に多く移植皮片が

厚いほど発毛も多いと考えられる.発毛を認めたものは

いずれも Donorは大腿であった.

術後色調

術後の色素沈着は術後患者の愁訴として訴えの多いも

のであることを今回の予後調査で痛感させられた.足内

果部より小指J制度への移植皮弁は周聞とほとんど同程度

の色調を呈したが他の症例はいずれも程度の差はあるが

色素沈着を示した.中間層，全層例とも一見褐色の色調

を有する周囲より相当濃い移植片がそれぞれ 33%，32 

%に認められた.今回の調査では特に術式，年令，性

別による有意の差は認められなかったが皮府色の黒いも

のほど，また術後年数の短いものほど着色度が強く ，色

の白いものほど軽度の色調変化を示す傾向にあった.

移植皮片の色調についてはすでに仲野， W水，伊

藤らの詳細な報告があるが，今回我々は日本色彩社

の色哀を使用して中間層，全層例につき色調変化の

存在するお L よその範囲をこの色菓分類の去盤にな

っているマソセノレ値にて表示してみた(表 2).色相

のYRの記号は赤色のRと黄色のYの中間に属する

色相を示し，数字が小さくなるほど黄色から赤色へ

の移行を示し，明度は数字が小さくなるほどより陪

さが噌すことを示し，彩度は数字が大になるほど，

12カ)12 iF 3年 4il'-51f- 6年 7年 8年 9年 10年 より色が鮮明になることを示している.これによる

と各移植Jlーとも色調が暗く ，かつ周閥より鮮かに目

立つ傾向にあることがわかる.今後さらに肌色色票

を使用して色調調査を行なっていきたし、と考える.

術後経過年数

図1. 2点 識 別.

発汗テス トはミノ ーノレ法を施行し温熱性発汗は発汗室

を使用し，精神性発汗には算術暗'fi-を試みた.中間層例

にては 12例中発汗陰性 8f7iJ67% を数え，全照{71jでは

23例中 15例 65% が発汗を認めた.また全府例 2例

に健側と同程度の良好な発汗を認めたものがあり ，これ

らは術後 7年および 8年目の症例であった.これによ

ると発汗は知覚の回復度と必ずしも平行せず， 特に 17

/1，000 inch以下の簿自の中間居にてはいずれも発汗を

認めず汗腺の温存性が多い全居例に発汗陽性が多くなっ

ている.発汗陽性{71jは全用 2例を除いていずれも健側よ

り発汗現象が低下していた. 2 点識別は移植皮片は 4~

18 mm の間にあり，平均 10. 8 mm ， 色I!側対称部は 3~

15mmの間にあり ，平均 7.4mm であった. また健

側対称部の 2点識別値にて移植皮片の値を除した値を各

症例ごとに術後経過年数別に分類図示してみた(図 1). 

これによると術後2ないし3年までは 1応回復傾向はみ

られ健側値に接近していくがそれ以後は特に目立った回

表 2. 移植片周囲および移植片の色調(マソセノレ値).

色 キ目 彩度

術後の拘縮は直接検診例 43例中 39例90%は拘縮な

きもの，あるいは怪度の拘縮が認められるものでこれら

の症例については術後の機能回復をいう点では患者も満

足している症例であった.また広範囲の植l支術を要した

手背部への中間間症(Jljfまし、す.れも優秀な結果を認めた.

術後拘縮の強い症例は 4例でいずれも指腹，手当主部に再

拘縮を認めた.
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拘縮の認められた症例で、は手指の anterolateralまた

はより掌仮IJに存在した槌皮辺縁縫合部の再拘縮，槌l支片

の辺縁縫合部の一部が手指屈曲鍛底部を横断したことに

よる縫合線の癒痕拘縮.縫合部が母指球に存在した場合

の拘紛が多くさらに指間部の web形成も認められた.

結語

手j行線痕性拘縮に対する治療成績について術後最短

6ヵ刀 ，最長 10年後の症例 73例につき主に術式による

知覚，色調，術後拘縮等につき検索した.術後知覚は中

間層例が全居例より良好で，発汗は移植片が厚く汗腺の

温存性が多い全庖例に陽性が多かった.

移植片の色調は大多数に色調変化を認め，術式による

差は今回は認められなかったが術後かなりの年数を経て

も周囲より ìt~l 、色調を有するものもあり術後の患者の愁

訴として最も多いものであった.術後運動機能は一応所

期の目的を達しているが術後再拘縮が認められた症例も

ありこれらにつき検討を加えた.

質問 :高良(熊大整形外科〉

1) 植皮片の 2点識別値は我々の経験では middle-

phalanxと proximalphalanxでは大体 0.8cmに接

近したが，演者の場合も上記の 2カ所の部分だと思うが

どうか.

2) 植皮J¥-の触党と1市立の迷編成績は，我々の経験で

は，前者は 34%で 1位を占めて大休演者と同意見であ

るが，痛覚は知覚過敏が必ずしも多くなく，むしろ知覚

鈍麻が多く 31% を占めていた.これは，母床の状態，

植皮片の生着の状態によって左右されると思うが演者の

ご見解はどうか.

答 :田川〈名大整形外科)

1) 2点識別は部位により値が異なるが健倶IJ手につい

ての部位別の統計は計測しなかった.

2) 知党検有は母床，植皮片の性状にか Lわりなく植

皮片の中央部にて検査した.

28_ 予後調査からみた手部熱傷痕痕拘縮に対する手術法の検討

田島達也 内 山 淳 茨木邦夫*

私たちが手の外科研究を開始した 1954年から 1962年

までの 8年間に手術した手部熱{吾被痕拘縮例は 203例に

達し，少なくとも 3年以上経過した現在一応遠隔成絞と

みなされるので，今後の治療の参考にするため今回直接

検診により成絞を検討しその要点を報告する.

私たちの手術例は，手背面の contact および expo-

sure burnによるものをそれぞれ約 10% 含むが掌面

の contactburn が 約 80%と圧倒的多数を占めてい

る.これはわが国の生活様式と関述をもつものと考えら

れる . 柏l支の種奴としては約 90% に遊離植皮J~ーが用い

られた.

これら全症例l中今回直接検診によって遠隔成績を調査

し得た症例jは合計99手でやはり主主面 contactburnに

よるものが圧倒的に多い.そこで今回は掌簡の contact

burnに限定して検討した.

成績の検討にはいる前に私たちの手術法を附述する.

皮切は等;面の皮膚敏鍛とほ工平行な Bunnellの“正し

* T. Tajima (助教授)， ]. Uchiyama， K. Ibaraki:新約大

学整形外科.

い皮切線"に沿った. 級痕皮膚切除後，関節%~性拘縮に

対しては capsulotomy，指固有者!I経 ・血管束の P.I.P.

レベノレでの“ bowstringing"に対しては中枢方向への

神経剥離術後 M.P.関節屈曲， I.P.関節伸展位固定な

どで屈曲拘紛の除去をはかった.植皮に際しては指間部

をそれぞれ背面と植皮片に作成した三角皮弁で被覆し

“みずかき形成"を予防した.なお植皮片の donor と

しては一般に大腿近位部，最近では級痕をfかくすためそ

けい部を選んでいる.植皮j十の色素沈着は)汎の白L、患者

なら問題ないが，一般にしばしば広片の色素沈着が著し

くなる場合が多い.特にこれを避けたい場合には最初

Websterが提案したように足内縁からの皮片を用いた.

次に術後の続発症としては舶l支片の部分的峻死 12手，

指遠位部波死による部分的切断 3指およびラケット副子

の圧迫による低位正中 ・尺'白布11経合併不全麻痔 1手を経

験した.

遠隔成絞をまず屈曲拘縮が完全に矯正された良好例と

拘縮が残存する不良例に 2大別して検討する(表 1). 

成rj~良好例は手術時に級痕皮府切除と同時になんらか
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表 1. Volar Contact Burn例の遠隔成絞についての検討.

術 特 殊 1生 検 討

完全矯正例

要深部組織 | 比較的軽度拘縮例

Release 5手 | 手術時年令は無関係 (4~ 17 才〉

Capsulotomy 4手

Lig. carp. transv.切離 2手

良 I I N.V. bowstringに対し M.P 屈

曲で P.I.P.を矯正 2手

深部組織 | 縫合線 volarshift 18手 (62%)1) 
Rele子se不要 1 (人必ずしも拘縮の原因ではない) 11骨と植皮片成長のアンパラ γス

1 (29手 1 Webのみ再発の傾向あり 8手 (28%)111.縫合総 Volarshift 

1_1 1 (1科附 6才以下で OP.7年以上経過)112. ;~b 再発 ー2次的 OP
11 で矯正可能

G手 l 指屈曲拘縮再発 113 指屈曲拘縮再発

1(1手を除き 6才以下で OP.7年以上経過)1) 

完全矯正不能例 比較的長く放位された高度拘縮成人例 9手1，
不 良 20手 Capsulotomyの成果不十分

(P.I.P.屈曲拘縮残存〉
手術時完全に矯正 成績改善のた

できないものは速一一→めにはより早

隔成績も悪い 期に手術するP.I.P. ~性悶定

Kirschner 鋼線による一時的 P.I.P.

固定

の深部組織 release を必要としたものと， これを要し

なかったものに細分できるが，両者とも手術時に拘絡の

完全矯正ができたという共通点をもっている.

そのうち深部組織の releaseを要した 5症例は比較

的軽度の屈曲拘縮例で手術時年令は 4才から 17才にわ

たり格別年令上の特殊性はみられなかった. 深部組織

releaseの方法としては(1)I.P.関節の屈山拘縮に対

する volarcapsulotomy， (2)母指対立位拘縮に対する

Lig. carpi transversaleの切離および (3)指固有掌

側神経 ・血管束の P.I.P.関節レベノレにおける強い「浮

きあがり」に対する近位方向への神経剥離後 M.P.関節

屈曲， I.P.関節伸展位固定などが主要なも

のであった.

害は自他党的ともに少ないのて、屈曲拘縮が存在しない限

り成絞良好例に含めた.こ Lで注目すべきことは指を完

全伸展すると“みずかき"が明確に認められる症例(図

1 a) でも指関節を屈曲すると“みずかき"がまったく

消失すること(図 1めである.すなわち指間部のデザ

インが不良だから“みずかき形成"をきたしたのではな

く，術後の"j.成長につれて'骨と同程度には成長しない植

皮片が遠位方向に牽引されることが“みずかき形成"の

原因と考えられる.さらに骨成長と植皮片成長のアンパ

ランスが土問大すると指の屈曲拘縮が再発し成績不良例に

移行するものと推定される.この関係はある程度伸縮性

成績良好例中深部組織の releas巴 を必

要としなかった症例は 29手である.しか

しこのうち約 60%は検診時植皮片の辺縁

が指の mid.laterallineより掌側に移動し

ていた.この事実は縫合線が mid.lateral

lineより掌側にあっても必ずしも屈曲拘給

再発の原因とならないことを示している.

また約 30%に指伸展l時軽度の“みずかき

形成"が認められたが，これによる機能障

a.指伸展位で“みずかき形成"著明 b.I.P.関節屈曲で“みずか

き )~Jj)ド消失.

図1. 13才，男子.術後 10年.



すなわち手術時無理なく完全に近い矯正が

できはい症例は述隔成総も不良でこのグルー

プの症例の成絞を改善する唯一の手段はより

早期に手術することにあると考えられる.

むすび

1) 手術時泌部組織の release を必要と

するしないにか Lわらず，完全に拘縮矯正が

て、きたものは成長期iにおける手術例の一部を

除き述|煽成続は良好である.

2) 成長期における手術例においては，ま

ず 1)縫合総の学側移動， 2) “みずかき形

成ヘついで 3)Jl1屈曲拘締再発の傾向が認

められる.これは什と植l幻「成長のアンバラ

ンスによるもので，ある程度不可避と考えられる.しか

し小さい遊離舶皮術を 2次的に施し詳;側&:1f1Jの緊張をと

ることにより比較的容易に矯正できる.

3) 手術時すでに完全矯正不能例は長期間放置された

高度拘縮成人例にみられる.これに対しては手術法を改

善する方策はみあたらないので，より早期の施術以外に

成績改善の道はなかろう
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質問:津下(広大整形外科〉

回t.ij先生は指の牽引を行なったのちに皮胞移植を行な

うのを原則lとされているようであるが，私は splint固

定のみで牽引は実施していない.牽引固定が特に良いと

いう利点があればお教え願いたい.

答 :IB島(新大渡形外科〉

Splintと指宣伝引を用いる理由は，包帯交換の際まだ機

能が不完全な植皮nーに動揺を与えないためで，その危険

がない場合はこれを用いないこともある.

質問:清水(東大整形外利〉

主として成人の屈曲拘縮で，完全伸展を計るためには

capsulotomy等をせざるを得ない症例があるが， あと

に I. P. 関節の運動(I~JI浪，広焔ときたす場合が多い. 無

理をして完全伸展を計らなくても，無理なく伸ばせる範

囲で伸ばしてそれが restingpositionに近ければそれ

でもよいのではなかろうか ?

答:田島(新大整形外科〉

先生のお考えのとおりである.むろん無理なく完全に

伸展できるときはそうすべきであろうが 目

のある子供の手袋が，子供が小さいときはピッタリ合っ

ていても子供の手の成長につれて手袋のや11展性に限度ー

があるので合わなくなってくる現象と似ている.したが

って指'主側皮片の緊張を releaseするため，学側皮!??

に横切開を加え小さな皮j十を補填するのみで折間部に侵

裂を加えることなく“みずかき"も周曲拘縮も同時に改

善することができた.

骨と[I片成長のアンパラソスを検討するため手術時植

I支片のデザインを示す型布を保存していた症例において

そのサイスを検診時の皮片のサイズと比較してみた.10 

才前後を!}'l界としそれ以後の施術例では平均約 25% の

植皮片の縮少をみている.この年令の患者では'fl'の成長

はないかわずかなので皮片のIIII積縮少は自然収納による

と考えられる.これに反しそれ以前の年令における植皮

例では平均約 30%の面積橋大をみている.この場合自

然収縮を考応するとl文片は平均 50% 以上も増大したこ

とになる(図 2). それにもか Lわらず竹成長のほうが

大きいため再発傾向が生ずると考えられる.

このように成長期における手術例ではいかに合理的な

手術法を用いてもある程度の再発傾向は不可避と考えら

れる.しかし:卒い比較的簡単な 2次的修復によって完全

に近い治癒が符られることはすでに述べたとおりであ

る.

遠隔成績不良例中手術時完全矯正できた 7例の屈曲拘

縮再発については前述したので省略する.

遠隔成績不良例の大多数を占める残りの 20手は受傷

後比較的長時間経過し屈1111拘縮も高度で深部組織の re-

leaseを併用したが完全矯正がで‘きなかった例である.

植皮片の面積の変動(手術時→調査時).図 2.
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29. 手指新鮮外傷に対する植皮の予後調査

諸富武文 斎藤哲夫 小沢政夫

吉良貞雄 後藤有三*

手の外傷は治療のいかんによっては醜形あるいは機能 な成績を得，以下 cross-finger法， free full thickness 

障害を招くことがあり ，新鮮外傷に対する初期治療のill: grafting， abdominal flap法の11原に鈍麻の例が多くな

要性が特に強調されるところである.今回我々は昭 36， っている また，爪党検査は注射針を用いて行なったが

1月から昭 40，12月まで過去 5ヵ年間のうち，直接検 触覚とほ X同様の傾向を示し，過敏例は splitskin 

診し得た 63例，117部位について，主に知覚の獲得の grafting に多く， 鈍麻あるいは脱失例は abdominal.i 

状況を中心に調査し検討を加えた結果を以下報告する flap法にその傾向が強いようであった.

対象損傷指としては中指，示指が 73部位と圧倒的に多 一方，温度覚検査は 46
0
C の温水と lOoC の冷水を

く，degloving injury も 16例含まれている. 用いて行なったが，一般に温覚についてはどの植皮法に

施行した植皮法の種類は abdominalflap 23， cross- ついても脱失例が比較的多く，また冷党については多く

finger 17， split skin grafting 45， free full thickness の例が過敏の状態にあ った.

grafting 9，その他 19部位でそのなかには rotation， 2点識別はノギスを用いて行なったが，それに先立つ

advancement， finger-palm法などが含まれている. て一応の基準を決定するために 10名の健常人について

植皮部位は，指先部に|浪られるもの 31，1旨の等;側 31， 平均値を求めた(図 1).この域値の 1.5倍以内を exce-

指の背側 39，手全体あるいは指の全周に及ぶもの 16部 llent， 2倍以内を fair，それ以上のものを poor とし

位である.植皮部位とこれに用いた組皮法との闘係は表 た. それによると全般的に成絞は芳しくなく， ことに

lのごとく で， 掌側には全庖皮片を背側には中間厄iJiJ十 abdominal flap法では poorの例がほとんどであった

を多く用いるように心がけた(表2). 

表 1. application for each type of repair. 

~\ F.T. ! v I D I V-D I凶 l

LF. 6 2 4 11 23 

C.F. 4 11 2 。 17 

S.S. 8 9 28 4 49 

F.S. 3 5 1 。 9 

Others 10 4 4 1 19 
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F T.: Fingr tip injury， V: Volar site injury， D: Dorsal 
site injury. V-D: Volar and dorsal site injury. 

経過年数は最短 3ヵ月，最長5年で平均 2年 3ヵ月で

ある.

検査は触覚，痛覚，温覚，冷覚 2点識別 texture

discrimination， mass discrimination および slze

discriminationの8種類について行なった.

触覚は糾1球を使用したが，split skin graftingで良好

ホ T.Morotomi (教授)， T. Saito， M. Ozawa， S. Kira， Y. 

Goto・京都府立医科大学整形外科.

Texture discriminationは fine，mediam， coares 

など荒さの異なる 3種のサンド ベーパーで検査したが，

その結果は freefull thickness graftingが比較的よ

く，次いで cross-finger法，split skin graftingがほ

とんど同ーの成績であった.

次に massdiscriminationは鉛筆，硬貨などそれぞ

れ形および材質の異なった物質 10コについて識別させ，

全部正しく判別できたものを good， 1つでも誤認した

ものを poor とした.この検査法によると splitskin 

grafting， free full thickness graftingが比較的成績

がよく abdominalflap法では判別不能のものが多 く

成績はきわめて不良であ った.

Size discriminationには指先の損傷 31部位を対象

とし，検査には 1円から 100門までの5種類の硬貨を用

いた.成績判定にはこれらのうち 3コ以上を正しく識別

し得たものを good， 2コ以下しか識別できなかったも

のを poorとしたが abdominal法を除くその他の各種

植皮例ではかなり良好な結果を得た.

以上，述べた成績について，各検査項目別に最も成績

のよいものを 5点として，順次減点法により採点し，そ
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図1.

表 2. Two point discrimination. 

I exc山川 g∞d I fair I p∞r Iωぬl

A.F. 1 1 3 18 23 

C.F. 2 1 6 8 17 

s.s. 2 2 23 16 43 

F.S. 1 。 3 3 7 

Others 2 4 4 4 14 

Total 8 8 39 I 49 I 104 

表 3.

flap 
Cr側 ISp…lueefulllother
自ngerI gruft I thickness I umers 

触 占目4 2 4 4 3 5 

痛 品主4 3 4 4 4 5 

温 党 2 3 3 3 4 

冷 党 2 3 3 3 4 

2 Il.j 識別 l 3 4 3 4 

Texture diser. 2 3 3 4 5 

Mass diser. 2 3 4 4 5 

Size diser. 1 4 4 4 3 

と上三 28 35 

3 1 

1967年 3 月

の結果を総合点によって判定してみると表

3のごとくであり ，abdominal fiap法を

除いてはすべてかなりの良い成績を収め得

たようである.今回は特に植皮片の感覚の

獲得について述べたが，知覚の回復は損傷

の程度，部位，母床の状態， 生若の状態な

ど組皮に関するあらゆる因子が|掲与するの

で一概にはし、えないが，一般に splitskin 

graftingのような簿L、皮片を用いた場合，

および crossfinger法のように近接部位

から採皮した場合には知覚の回復は早く，

abdominal fiap法のように厚い遠隔部位

の皮膚を植皮片と して用いた場合には回復

は遅れるようである.

以上， 手指新鮮外傷に植lIを行なった症

例jについて知覚検査を行なったが，これら

患者が直接職場に復帰した場合の状況をみ

ると，

1) いわゆる触覚過敏とみられる例のな

かに，実際の作業時， 物体の接触時に起こ

る疹痛に恐怖を抱き，作業に消極的になら

ざるを得ないという例がみられる.

2) 軽作業に従事する者は指先に損傷を

受ける ことが多いが，原職復帰後，知覚鈍

麻や知覚脱失のため再ひー損傷を受けている

例がみられた.

3) 温度覚検査で鈍麻あるいは脱失の例

のなかには作業時に火傷を受けた者もみら

れた.

質問;高良(熊大整形外科〕

我々は地域的には pulpinjury少なく ，

したがって指尖部の植皮片の 2点識別他

が，正常値に比してどの;起度に接近するか

きわめて関心をもっているが，結果はどう

台、ー

栗村(東大整形外科〉

植皮の成績を云均する場合は，その Bo・

denとの関係を考慮してなされるべきであ

ると思うが.
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30. 豆状 骨 骨折の 13例

平尾尚徳 米本恭三 原瀬瑞夫*

豆状骨骨折は手根'白骨折の中でも特に少ないものであ

る.わが国では古屋らの報告があり欧米では Briggs，

Jacobs， MacArthy， Vasilas らの報告を見るが，多数

例の検討や遠隔成績を論じたものは少ない.我々は今回

昭 35年以来の 13例について検討を行なったので報告

する.

症例

全例男子で，年令は最低 17才，最高 58才であるが，

20才代が 13例中 8例を占める.職業は重労働者が大部

分である.

受傷機転:疾走中転倒したものが 7例で最も多いが，

珍しいものとして野球のボールを受けた際発生したもの

が 1例ある.

初診時症状 :一般に軽微で， 手関節の運動制限はほと

んどない. Howord はこの'丹折に伴う尺骨神経麻痔の

1例を報告しているが，13例中 1例に尺骨神経領域の

軽度の知覚障害を認めた.これは尺骨神経が豆状骨の機

側に綾してはしり，豆状骨の高さで浅枝と深枝に分かれ

るとし、 う解剖学的関係によるものである.

X線像 1 ) 保影法豆状'I~ のX線撮影に際しては，

通常の背掌撮影では三角骨の陰影と重なり骨折を見逃し

やすいため，前腕を最大回外位から約600
回内し，母指

側をカセッテからはなしたl皮位で掌背撮影することが重

要である.我々の症がuでも 13例中 5例は通常'の背掌撮

影では骨折線の発見が困難であったが，前述の撮影法で

初めて明らかになった.

2) 骨折部位および性状 13例中 12例は単独'jj折

で， 1 IYIJのみが小指基節骨基底部尺1JlIJの骨折を合併して

いた. 13例中 5例はそれぞれ中央部と未梢端の'IJ折で，

中枢端の'月折は 1IYIJにすぎない.残りの 2例は尺側縁に

沿い縦に走る骨折である.また 11例の骨折線は豆状骨

関節面に達していたが 2例は不明である.た 三し転位を

みたものは 2例のみで他の 11例は11去位がない.

骨折線が前後{象で発見できた例についてその方向をみ

ると， 2例は尺側縁に沿う縦'ii折，他の6例は豆状骨長

軸にほ r直角に走る横骨折である.このように横骨折の

本 N.Hirao， T. Yonemoto， M. Harase:慈恵医科大学整

形外科.

多い理由は豆状'自に付着する腿籾干if-をみると中枢には尺

側手根屈筋が付着し，小指外転筋が豆状骨から起始し末

梢に向っている.その深層には有鈎骨鈎に至る太く強力

な lig.pisoharnaturn が付着し，その尺倶IJには第 4~

5中手骨基底部にいたる lig.pisornetacarpeurnが付

着している.このように豆状骨をはさんでこれらの筋肉

靭持が相反する方向に引き合い提裂骨折を起こすものと

考えられる.従来，この'汁折の発生機転には手を強度背

屈位でついたときの尺側手線屈筋の張力が重視されてい

たが，Vasilasらは 13IYIJの検討から直達外力を重視し

ている.しかし以上の骨・折線と健靭帯の関係は， この'行・

折が推裂骨折であることを暗示するものである.

診 断 :初診時骨折を見落されたものは 13例中 1例

で， これは前述の豆状'11~の撮影法を行なわなかったもの

であ る.MacArthyらは'行折と pisiforrnesecundariurn 

との緩別についてふれ， Vasilasらは豆状骨の多発性骨

化中心について注意している.我々は 14才男子で左手

をついて転倒し，豆状什部に圧痛をみたが，約 10日後

にはまったく症状が消失した I例を経験した.この症例

は両側に骨化障害の{象を見た.

治療成績

全例に骨癒合を認め，治療終了時に機能障害をみたも

のは 1IYIJもない.比較的長期にわたって観察し得たもの

は 13例中 5例で，そのうち直接検診が 2例，アンケー

トによるもの 3例である.観察期聞は最短9ヵ月，最長

4年 4ヵ月であ る.5例とも愁訴はまったくなく原職に

復帰していた.このなかには野球選手が 2人含まれてい

る.

症例 1: 23才男子， オート パイに乗車中自動車に衝

突受傷した.初診時のX線像は末梢部の横骨折でギプス

固定約4週で骨癒合をみた.受傷後 9ヵ月では骨折線は

消失している.

症例 2・58才男子， 自転車に乗車中自動車に接触し

受(gした.初診時のX線像は中央部の横tl折で6週間の

ギプス閤定て、骨総合をみた.受傷後 4年4ヵ月では三角

骨に接する関節面tこ賛骨形式をみる(図 1，2). しかし

豆状什部に圧痛はなく，豆状骨を三角骨にこすりつける

ような操作でも悲痛はない.
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図1. 症例 2. 初診時

Jenkinsは豆状骨関節の変形性関節症の 3例を報告し

ている.手関節の運動に際しての豆状r"Jの三角骨に対す

る移動はX線映画により観察すると意外に大きいもので

ある.したがって本1)'折によって関節面の変形が生ずる

と，後に関節症の発生をみる可能性も考えられる.症例

2は受傷後 4年4ヵ月で|臨床的には1!眠症状であるが，関

節面の辺縁に穴1'1'形成をみているので今後の観察が必要

と思われる.

むすび

1) 手根骨骨折のなかでもきわめて稀とされている豆

状骨 riJ折の 13例を検討報告した.

図 2.症例 2. 受傷後4年 4ヵ月.

2) 受[易機転は疾走中手をついて転倒したものが多

L、

3) 豆状骨の撮影には前j腕最大田外位より約600
囲内

位で掌背J最影することが診断上きわめて重要である.

4) 骨折部位は中央部と末的、端が多く，大部分が豆状

骨関節聞に達する. 横骨折が多い.

5) 解剖学的関係より本骨折の擢裂骨折としての発生

を推定した.

6) 最短 9ヵ月，最長 4年4ヵ月の成績を述べ本症後

の豆状'自民l節の変形性関節症について注意した.

31. 東大整形外科最近 10年間における月状骨軟化症の検討

阿 部績 高田聴 滝 川一 興 加倉井周一*

月状肯軟化症が 1910年 Kienbりck により初めて詳

細に記載されて以来，その成因および治療については種

々の研究がなされているが，いまだ，定説をみず治療法

も確立されていない.今回我々は最近 10年間に外来を

受診した本症患者 146名につき調査し，検討を加え，そ

の成因および治療法につき，解明せんとした.

調査成績

昭 31年より昭 40年に至る 10年間に外来を受診し

た本症患者 153名中 146名につき述べる.男女比は 121

: 25で約 5・1で、男性に多く ，両側羅患例は 4例で男性

のみである.向H寺発症例はない(表 1).年令分布は 20

代 93例で最も多く，最低年令は 13才で最高年令は 58

才であった.職業は工員 40例，大工左官 30例で全体

本1.Abe， S. Takada， K Takigawa， S. Kakurai:東京大
学整形外科.

表1.

Total number 146 pts. 

O : ~ 121 : 25 

rt : lt 106・36

both 4 

age 10代 24

201/ 93 

301/ 23 

401/ 6 

の 48%を占め諸家の報告のごとく manualworker 

がほとんどである.外傷の有無については Kienbock

は最初の報告において，外傷性月状骨軟化症と命名した

ごとく，大部分に外傷を認めているが，諸家の報告でも

見られるように我々の 146例でも，なんらかの外傷を記
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憶していた者は 35人約 24%にすぎず，その多くは軽

い捻技であった.初発症状を自覚してから外来を受診す

るまでの経過日数は 72%が l年以内に受診しているが

1ヵ月以内に受診する，也者はごく少数である.初診時の

主訴および現症は 70%に運動障害があり， 52%に炎症

症状を認めた. X線所見は sclerosis が最も多く 109

例にみられた.また演者はX線所見を stage 1~4 に分

類した.すなわち， stag巴 1はX線上の変化が切らかで

ないかあるいはわずかに骨梁に不規則化をみるもので臨

床上月状'行に一致した圧痛，腫脹および運動fffj，運動障

害をみるもの stage2は骨陰影Y!:k度増加，什梁の不規

則化があるもの， stage 3は骨濃淡陰影またはfrii平化の

いずれかを主体としたもので，分節のないもの， stage 4 

は分節化がみられ stage2および 3を合併したものと

した.この stage による分類と初診時経過口数との関

係をみると，各 stageとも 1年以内に約 70%受診して

おり 2年以内を含めば約 90%受診しており，発症か

ら骨変化までは比較的早いものと}~われる . 名 stage

と予後との関係は明らかでない.アンケー トによる有回

答 41例については，その治療成績の結果は約半々の成

絞であるがなんらかの意味で愁訴を有するものは 25例.

60%に認められ， 月状骨軟化症の治療の閤~~さを忠、わ

ぜるものである.また職業転換をほとんどの患者が行な

っていないのは外国例と比較してわが国の国状の一端を

うか工わせるものがある. 次いで Hulten のし、う挽fj-

末梢関節面と尺骨遠位端との schwelleすなわち vari-

antを計測すると我々の計測法では本症患者 146例中

zero variant 83例 57%，minus variant 36例 25%

plus variant 27例 18%であり ，諸家の報告と一致し，

Hultenが発表したごとく，本症患者の 74%に mmus

variantが認められたということはない.正常人 146例!

との比較は表 2のごとくである.治療は castとboring

表 2. X-ray classified accord-G to level 

differences. 

-

巧

''

p
h
u

-

nノ
“

ph
d

variants 

pts 146 

normal 146 

を併用したものが多い，最近我々は boring，cast， ste-

roid局注等の治療成績がはかばかしくなく，これとい

って適切なる治療法がないので‘運動指lが強く，炎症症状

があり X線上骨-変化の認められるものについては Swa-

nson，柏木らがす Lめる intercarpalfusionを行なっ

ているが， 我々の方法は原則として月状什有頭骨聞の
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fusion のみにと Xめている.すなわち関節褒を聞き肥

厚増殖している synovialmembraneの synovectomy

を徹底的に行ない， 生食水にて関節腔内を十分に洗浄

し，尺r目肘頭部より採取した小骨片を月状骨有頭骨間の

縦に婦られた滞のrtに挿入する inlaygraftを行なって

いる.またl調節鷲を閉じたのちに関節腔内に steroidを

注入しているが， これにより術後の悲痛もほとんどな

い.現在まで8例に施行したがその成績についてはし、ま

だ日が浅く今後の検討をまつが現在までのところほとん

ど全例に疹痛の消失をみている.

図1.

考察

月状骨軟化症はいわゆる骨端炎のうちの lっとして，

あつかわれているが，他の骨昔前炎性疾患、と異なり，骨成

長が終ってから発生するということ，本症の自然治癒は

比較的稀であり，他の官端炎(ショイエノレマソ，ベノレテ

ス，オスグッド等〉とは区別されるべきであるとしてい

るが，本症の最も輿ある点は第 1に成因であり第2には

その治療法が擁立されていないという点にある.第 lの

成因については Kien凶 chの外傷説， Walter， Muller， 

名倉の継続的外力圧迫説 Axhausen らの栄養血管障

害説， Hirsh， Kappis の単一外傷による骨折説，その

他種々の説があるが，その批判はさておき，演者はまず

患者のほとんど全部が manualworker であること，

月状骨の占める解剖学的位置すなわち靭滑による支持性

が弱く俊'庁の関節面にさらされ縦割l方向の pressureを

受けやすいということにより ， いわゆる繰り返される

micro traumaという形で月状骨および周閤軟部組織に

nonspecific infiamationを生ぜしめ， synovialmemb-

raneには lymphocyteの infiltration の所見がみら

れ， 図3のごとく chronicsynovitis の像が見られ

る.さらに炎症がす Lんでくると運動痛を主体とする腫

)民圧迫痛を生ぜしめ，また等;側および背側の靭帯から
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の栄養血管の循環障害を惹起せしめ，ついには骨栄養障

害をきたし吸収像あるいは扇平化，分節化がみられて

いわゆる無痛性壊死が成立するものと思われる.炎症が

徐々におさまるにつれ，円改造が起こり，X線上月状骨

は硬化してくる. 我々はこの aseptic bone necrosis 

の状態を把怪したいと考え，テ トラサイクリン ・マーキ

ングを行なってみた.その所見は軟骨の破壊が高度な部

分では石灰沈着があり，マ ーキングが鮮明である.手術

所見では'庁海綿質は併黄色に変性硬化し，'IHuiI粧の出血

はほとんどみられない.このようなものでは'il細胞数は

少なく Harvers管周囲および'月梁の表面にのみ，マー

クされる.正常海綿質では'行!吸収と再生の regularな

パタ ーンがみられ，マーキングも鮮明である.また月状

骨全体がlJl~死に陥っている仔uでは骨質に対するマ ー キン

グは非常7こ少なく， あっても不規則で境界不鮮明であ

る.また軟骨下に特異的にマークされることがあるが骨

形成に伴うものかは不明である.いずれにせよ，正常骨

に比ベマーキングの範囲が狭く ，骨改造も遅く， その

patternが irregularではあるが regenerativeprocess 

が行なわれていることがわかる.また炎症がーたんおさ

まっても月状骨の変形は不可逆性であり ，変形性関節症

における疹痛のごとき dullpain がL、つまでもとれな

いものと思われる.第 2に治療に関しては最近当教室を

訪れた Riordan，Swansonも desis を行なっている

という さらに本邦でも柏木の発表があるが我A も治療

の方向として，比較的早期に synovectomyと月状fJ・有

頭骨間の fusion を併用し約 4 ~8週のギプス固定を行

なえば早期に疹痛を緩解レ冶泌を早めることができるの

ではないかと思い，今後さらに症例をかさね，検討して

L、きたいと思っている.

結 語

以上東大整形外科手の外fl班において最近 10年間の

月状骨軟化症患者 146名につき，検討を加え，さらに成

因および治療法に関しての方向を述べた.

質問・追加:柏木(神戸大整形外科〉

Stageによって治療法を変更すべきであるが，演1fに

はなにか良い方法はなし、か?

従来の drillingbone pegging等の方法は悲観的で

あるので我々は stageに従って lunateの excochlea-

tion， 2 fiあるいは 4什の intercarpalfusion， resec-

tion を行なって経過を観察している 現在のところ

triquetrumとの fusionが良い印象をもっている.な

お摘出t71]では capitate との関節面に横走する骨折様の

変化を認めた.

答 :高田(東大整形外科〉

1) 我々の fusionは月状仔有頭'再開に行なっている

のは月状骨が挽1]の関節面による圧迫が最も強く，常に

刺戟を受けやすいということ，すなわち有頭骨と fusion

すれば一塊になって動き縦軸の圧迫がやわらげられるの

ではなし、かと考えている.また有頭11は比較的大きく，

11-循環が良いので手技上簡単であり ，容易にまた確実に

fusion ができるのではなし、かと考える.我々の手術例

はいわゆる月状'月軟化症活動期のもの，すなわち炎症症

状が強いときに行なっており synovectomyと月状骨

有頭骨聞の fusionを行なっている.

2) Lumatumに最初に'骨折線と思われる変化が出る

のは特に詳細に調査したわけではないがやはり近位端に

現われるようである.また radio-carpalfusion を行

なうのはやはり大関節であるので最後に残し，最初は

intercarpal f usion を行なうのが望ましいと思ってい

る.

追 加 :斎藤(新大整形外科)

私たちは昭 34年の日本整形外科学会総会で Kien-

b凸ch 病の予後について報告したが，そのときは治療を

どうすればよいのかというはっきりした結論は得られな

かった.しかしその後症例も増え，follow-upを続けて

きた結果，治療の適応に関する考え方がかなり明確とな

ってきたので，今回私たちの考え方の概要を述べる.

Kienbock 病の診断と治療法の決定に当って X線側

面像の観察が絶対必要となる.正面{象で segmentation

がはっきり認められることがよくある.高度の segme-

ntationがあって nonunlOn を形成しているような場

合には'行移植や 2'fi"悶固定術を行なうことは月状'円。の解

剖学的形態からみて技術的に無理である.

Kienbりck 病は発症より 1~2 年の聞に急速に病勢が

進行する. したがって初期の治療法として immobili-

sation を行ない病勢の巡行を抑止することは意義があ

る.私たちのデータでも immobilisationt7IJはX線的に

も機能的にも良好な結果を得ている.

次に病変の高度な場合は関節症的変化がなければ月状

骨摘出術も一応考えられる.私たちの教室で‘は症例も少

ないが，機能的予後は決して良好とはいえない.手術操

作もかなりむずかしい.

そこで私たちは，月状1;"の変化が高度でも大多数例で

は intercarpaljointがよく保たれていることより高度

な病変のある場合には radio-proximalrow fusionが

よいのではないかと考えている.同様の理由より inter-
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carpal fusionは良好な関節を固定してしまうため機能

的予後を悪化させるおそれがある.私たちも 3例経験し

ているがL、ずれも強い背掌屈制限がある.

質問・追加:諸橋(鶴岡庄内病院整形外科〉

質問 1)Lunatumの prox. とdistalとどちらのこ

われ方が大きいか. 私は prox.部のおかされている例

が多いとの印象を受けている. 2) intercarpal jointと

prox. radiocarp. joint のどちらの運動性がよく保た

れているか，あるいは代償性に前者の動きが良くなって

し、る例はないか.

前記 2)の理由および lunatumの volar が関節面

の出ている範囲の広いこと，radiocarpalの関節面に変

形性関節症をみることから，4年来，5例に prox-radio-

lunate jointの fusionを行ない疹痛の消失と，手関節

運動機能温存ということで好成絞を得ている.

追加 :柏木

Triquetrum 聞との fusion は技術的には決してむ

ずかしいものではない.

発言 :鳥山(日大整形外科〉

月状~11 軟化症で関節商の変化は月状骨の榛骨面に強く

起こっていることはすて7こ述べた.また手根骨中枢列と

榛骨間との運動域と手線骨中枢列聞の運動域はほ r等し

いので理論的には梼骨と月状11聞を固定するのがよいと

思う .

32. 榛骨末端骨折の治療成績

川 島弥 上村正吉 藤巻 悦夫

西堀笑 稲生勝司*

1814年， Colles によって梼骨末端の伸展骨折，いわ

ゆる定型的挽骨末端骨折の報告がなされて以来，数多く

の報告が見られるが，我々は今回当整形外科外来を訪れ

た前腕末梢部の骨折について図 1に見られるごとく，

部位よりみて境'百末端の骨折を 4種に分け， そのうち

Colles 骨折を Gartland らの分類に従い 3型に分類

し，それらの予後をしらべ，分類型別による予後の相異

を観察した.

調査対象ならびに調査方法

昭34， 1月より，昭 40，12月までの 7年間に当科外

来を訪れた榛宵末端の骨折患者は 150名， 153例で，性

別よりみると男 78名， 女 72名でほX等しく，左 84

名，右 63名，両側 3名でや L左に多い.年令別にみる

と 1 0 才代と 50~60 才代に多く若年者にては梼什末端

部骨折が多く高令者のほとんどは Colles骨折である.

その受傷原因を分類すると転倒，転落，スポーッ外傷等

の成主に見られるごとく間接外力による骨折が多かった.

我々の症例を分類してみると① 12例，② 8t日U，③

98例，④ 35例であり， Colles骨折が最も多く 91例

で全体の約 1/3を占め， その内容は 1型 30例 2型

35例 3型 26例となっている.

* T. Kawashima (教授)， M. Uemura， E. Fujimaki， M 
Nishibori， K. Inao 昭和大学整形外科.

以上の患者の治療法の大要を述べるならば整復法は観

血的に行なったものは 8例のみで，その他は主として保

存的療法である.その固定の方法としては主として上腕

以下のギプス回定であり， 4~6 週の固定が大部分であ「

った.後療法を実施した者は 83OUである.

以上の症例について，直接検診し得た者 49例，アン

ケートのみは 23例で，予後をしらベ得たもの計 72例

であり，検診までの期間は最長 7年 1ヵ月，最短 5ヵ月

で平均3年 1ヵ月 であった.

成績

1. 患者の回答による治癒までの期間は約半数は 2ヵ

月以内に，最長 8ヵ月を要した 2例の他は 6ヵ月以内に

社会復帰をしている.

2. 患者の自己評価による治療成絞

我々のしらベた患者の自己評価を項目別にみると 72

例中，変形あり 15 例，手指の力が~~'"、 9 例と成績が悪、

く，疹痛および動きに対しては不可とするもの各3例で

意外に訴えが少なく，神経障害としてシビレは 5例にみ

られ， 腫)医をきたすもの 2例であった. 総括して優 74

%，良 21%，不可 5%であり，これをさらに型別にみ

ると Colles骨折の 3型に成績が悪かった.

3 直接検診者 49f7Uについてく表 1). 

1) 運動性 運動性をみると背屈，主主屈ともに Colles
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①娩骨末端 ②骨端線関税骨折
(関節内にはいる)

1型

④ 挽骨末端

1/5部骨折
h . ''. 

③骨幹端・骨幹境界都骨折

コーレス骨折 逆コーレス

骨折2型 3型

Classification of Colles fractllres 

(by ].]. Gartland and C.W. Werley) 

Group 1 Simple Colles' Fractllre with no involvement of the 

radial articular surface. 

GrollP n Comminllted Colles' Fractllre with fractllres of the 

radial articular surface in which the fragments 

were not displaced 

Group m Comminuted Colles' Fracture with fractllres of the 

radial articular surface in which the fragment were 

displaced 

図1. 続骨末端什折部位および型別分類.

表 1. 分類型別治療成績

辺、者の (1己評価 運

良 可 優

① 拘'，1末端(関節面にはいる〉 4 4 4 

②什端線 IJfJ Imt 1'1 折

型 5 5 3 
③ 

H 型 28 9 8 2 6 1 12 3 
"，;.;部
幹'fJ 2| E 型 14 6 
古市折

3 

'l'j底
逆コーレス ti折 1 

幹!JI.

そ の {世

④ぬ1'1-末 端 1/5 骨』斤 16 15 15 

-19 
34 9 6 32 

(69.8%) (18.0%) (12.2%) (65.3%) 
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ないが，運動性ならびに形態学的な評価は，忠者自身の

評価に優が多く，我々が計測した成絞はそれを下回る.

すなわち我々が案ずる以上に也、者は満足しているように

恩われる.

治療された挽骨末端'f1折の予後は ColJes骨折の 2

型，3型で，ことに高令者に成績が不良なものがみられ

ることは，治療上十分に考慮、に入れられるべきものと考

える.

また我々の計d¥IJ値からみた成絞より ，患者の側からみ

た予後成績のほうが良いことを知ることができた.

題演般

質問:田島(新大整形外科〉

私の印象では Colles'11折の成絞は骨折型よりも，い

かに合理的に治療されたかがはるかに大きな因子となる

と思うがどうか?

治療法別の成績はしらべてないか?

答:藤巻(昭和大整形外科〉

我々が型別に分類し，その予後を種々の点より検討し

て成絞をしらべたのは，型により予後がある程度推定で

きるのではないかとの目的にて行なったものである.そ

の結果高令者の Colles'白折の 2型， 3型に成績が悪い

ことがわかった.であるからこれらの型のものを初診時

にみた場合は，その治療にあたって整復後十分なる注意

をはらって少しでも予後の良くなるように努力すべきも

のと考える.

今回は型別による予後をしらべたものであり整復方法

の相違による予後ということにはふれていない.

骨折3型に障害の強いものがかなりみられ，機 ・尺屈運

動についてみると， Colles '1'1折3型の中に尺屈障害を

残すものがみられた.我々の判定基準に従ってその成績

を型別にみると優 65.3%，良 26.9%，不可 7.8%で

Colles骨折3型が最も惑かった.

2) 形態学的成績.形態の面についてはX線フィノレム

より ，表 2に示すごとき計訊IJ方法および判定基準で採点

すると，dorsal tilt， radial deviationおよび shorte-

ningの不可とするものそれぞれ 30.6%，12.1% およ

び 20.4% であり ，およそ 1/3の例に背屈変形を残して

いた.以上3者を総括してみると優57.2%，良 22.4%，

不可 20.4% であり ，型別にみると Colles骨折の3型

に最も不可とするものが多かった.また遠位協尺関節の

脱臼またはTIE/l兇臼の認められるものが 13例あり，この

うち圧痛またはときどきの運動痛を有するものが 5(YI地

った.またこれを型別にみると Colles骨折の 3型に7

例で一番多い.

3) 握力計測 ・次に握力を計測してみると左右差 -5

kgまでを正常範囲と認め優とし， -6~ -10kg までを

良とし，それ以上の差を不可とすれば優71.8%，良20.4

%，不可 7.8%で，Colles '斤折の 2型および3型にそ

れぞれ2例ず Lの不可があった.

総括ならびに結語

患者自身の評価と我々の計測値を総括して評価したも

のを比絞すると，総合成績では自覚的 (優 69.8%，良

18.0%，不可 12.2%)にも他覚的(優 63.3%，良 20.4

%，不可 16.3;めにも優，良，不可の分布に大差をみ

計カ促域動

可:不良~ 可司=有之良

4 

3 

16 一2

一8

10 

4 

12 

4 
く7.8%)

10 
(20.4%) 

15 

35 
(71.8%) 

10 
(20...%) 

3 

11 
(22.4%) 

13 

28 
(57.2%) 

4 
(7.8%) 

13 
(26.9%) 
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表 2. 我 々の成績判定基準.

1. jg 

患、者自 己評価成績判定基準

fキT り ーーー ーー ....1}，'，~ 

f市 { ときどきあり ーー・......2 " 

l ~時 し...・・ 0・・・・ー・・..3 " 

{悲 し、……ー…・・・ー ・ー.1 " 

き { まあまあ・・・…......…・・.2 " 

l普通………………3

f 形がかわった・・・・ー・・ー・・・1 " 

町長 {まあまあ ・・・ーー....2 " 

l普通 ...… ........3 " 

f 弱 L、ーー ….... ....1 " 

4. 手指の 力 {まあまあ ー一............2" 

l普通 ....… ........3 " 

2. 動

3. 変

I く る…...・・・・・…・…1 " 

5. 腫 脹 { ときどきくる………ー2 " 

l こ な い・・・…・・・…・一一3 " 

F

F

F
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( 俊 日~ 18 ;.'i， 

良 ー・・・ ー ・ ーー ー 12~ 1 5 点

不可・・・・・ー・ ・ーー 11 点以下

X線フィノレ ム ~ I 狽IJ方法

Dorsal tilt Radial Deviation Shortening 

メL 圭i
仁1 "' 

点

点

下
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7

以

~
~
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運動性成績判定基準

( 610 以上・……ー・・…一.... ー...8点

1'f 屈 { 41 ~ 60。…・・……・…・…一一 .....2 " 

l 40
0 以下・・・目・0・・・・・・・・・・ ーー・ー・・ 1 " 

( 610 
以上 ... ・・…一一・・・…….3" 

掌歪屈 ~ 41 ~ 60 0 •••• • …・……ー………2 " 

l 400 以下 ....".......一ーーー・・……・1" 

( 160 
以上 ー・……一 ..・・・・…・…3" 

娩 屈 { 6 ~ 150
•• ・・ ・ー ーー....・・・・.2" 

l 50以下・・ ・ ー・・…・・・・・一一..1 " 

( 31
0 以上 ・・・ ・ーー・・ーー・・・・・・・…・・3" 
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形態学的成績判定基準

Dorsal tilt 

f平 均一10.7
0

正 常 {最大ー 10

l最 小 一21
0

ー 10
以下 一……3点

。~ + 9 。 ・・・・田a・・・・2

十10
0

以上………l

Radial Deviation 

f平 均 25.40 20
0

以上 ー ・・・ 3 点

正常 {最大 340 1O~19 0 ・ー …ー2

L最小 190 9
0

以下 ー一-…1

Shortening 

f平 均 13.05mm  7 mm以上ー・・・ 3 点

正常 {最大 19 mm  1~6 mm.. .. . .......2 

l 最 小 7mm  Omm以下.........1 
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遠位榛尺関節における外傷後遺症33. 

171] 

A
性

市
i

4斗
a

a
斗・

群の 11例についてしらべてみた.中央右下，近位群では

他の要素が回旋に影響を及ぼす可能性があるので除外し

た.

その結果 11例すべてに団内または国外制限がみられ，

特に囲内制限が多い.これについては'Il'折方向，脱臼方

向により異なってくることが予怨されるが，必ずしも脱

臼方向と一致するとはし、えなかった.

立場をかえて，患者個々の口から最も不便

な動作をいわせると，各人の職業により異な

るが“手をつくとき 'γz物を強く握るとき"

というのが多い.このため握力を測定してみ

ると，全例に渥力の低下がみられた.しかも

半数は健側の 1/4以下であった.

関節造影は 19例のうち 11例に行なった

が，検骨手根関節への漏出像が 2例，注入悪

く平滑な陰影像が得られぬものが 5例みられ

た.

また，透視下で，突山せる尺骨端があたか

も手線什と接触し，回綻昨~Ifを生じているか

のごとく忠われるものが 3例みられた.

これらの治療に関して，我々は保存的には

プロカイン ・ステロイドの混t1:.あるいは手

術的方法を試みた.保存的に治療したi単位r.干の 6例で

は， 4 f:同lに有効であり，いずれも運動痛の軽減，圧痛部

位の減少，握力の噌大をみた.特に E.C.U 部に圧痛を

もっ 2伊IJでは著しい効果があった.

中村隆一*

述位tili1!?側部で火側手恨{中筋艇が走ると思、われる部位で

あり， -1例に圧痢がみられた.

また，近位l作ではし、ずれの場所にも庄痛を訴えなかっ

た.次に運動制限に関しては，不明の 1例を除いた遠位

可

i

η

r
u
q
a
d
A
T
R
U

1. 

圧痛点

6 

7 

8 

E.C.U 

表

伊j

Q

u

n
ヨ

Q
u

η
L

q
a

圧痛}，I'1.

中島寛之

チ関節は解剖学的に除目手線関節と遠位協尺関節より

なり， t港'行手根関節は一体となって尺骨小頭を中心に回

旋すると考えられる，

この点より遠位機尺関節は手関節の機能に及ぼす影響

が大きく，我々は種々の外傷の結果遠位機尺関節に障害

を残した症例 19例について比較検討してみた.

これらの症例は，原外傷の部位により 3大別された.

1)遠位群 12例，これは擦骨遠位端骨折後に生じたと思

われるもの， 2)中央'll下 2例，境骨中央部の骨折による

もの， 3)近位群 5IfIJ，挽骨近{立部での機骨小頭脱臼，

あるいは挽'I'i小頭切除ptii後，い Lかえれば挽'内長軸の短

縮に原因があると思、われるものである.

これらについて迷位群を中心に，疹痛，運動j或， X ~* 

像，関節造影，透視下での運動などの項目にわたって検

索を行なった.

患者の訴えは主に運動痛と運動障害であった.運動痛

に関してはiM位群のほとんどすべてのものが訴えている

のに，近位群では 1秒;IJに最大回外時，軽度の疹痛がみら

れるにすぎなかった.また図 1，表 1のごとく関節周

鈴木勝己

。

。

①
'
1
1
1
A
J
'
J
 

φll--U、

A

my、

¥
招

u
l
l
t

①
 

図1.

辺の部位別に圧痛部位をしらべると し 2，3の部位に多

いのを知った.こLで E.C.U.と記しであるのは，尺'庁

* K. Suzuki， H. Nakajima， R. N法amura:関東労災病院

整形外科.
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手術例は 6例あり 5例に尺什遠位端切除術 1例に

尺骨短縮術を試みた. これらのうち 4fylJは遠位群であ

り，最短3ヵ刀，lt(:長2年 6ヵ刀の経過では，運動姉の減

少，運助成の11n大をみている. しかし 1fylJでは回外n!i'，

挽 ・尺'l'Hinのすれ合いで疹姉を訴え，他の 1例では手術

部でがe.尺'11"'a:'.jf[lしつけ合わすl別院痛を訴えた.

考察

我々の症例より速位協尺関節の附害は主に述(立川で問

題になり，近{立群では突出の大きいものこそあれ，患者

自身はさほどの苦痛を訴えない.また脱臼方向と運動佑Ij

限とが必ずしも一致せず，むしろf骨1
ることは当初の関節節.白{体本のおカかミされ方に問題をおきた

い.圧痛部位に閑しては， E.C.U.部に圧痛を訴えるも

のが 4例あり， うち 2例にプロカイン ・ステロイドを局

注し，著効あり 1例には手術時強い圧排がみられたこ

とは，尺骨の突出による脱臼部{立での圧迫が疹痛と関係

していると思われた.

手術の適応については，変形，疹痛，運動制限の著し

いものが対象となるが，特に運動市Ij限については透視下

でいわゆる“ carpalimpingement"のみられるもの，

また，s1;痛に|渇してはプロカイン ・ブロックで障害が局

在すると，たしかめられたもの等が考えられる.

手術法の選択に当って，関節造影で平滑な|菊節宣告陰影

を示すものは，尺fi・短縮術のごとく尺rFJ'端を温存する方

法がよいと思う .一方関節造影で総着級瓜化，し、し、かえ

れば外傷性関節炎を忠わせる症例では，尺fi述{立端切i!.T，

術がす Lめられる.

結 論

1) 我々は遠位挽尺関節に障害あると思われる症例を

19例集め，比較検討したが j主位./i下と近{立群とは明ら

かな差を示すことを知った.

2) j創立併のうちフロカイン ・ステロイド混注で軽減

するものがある.特に E.C.U.部での圧痛減少は著しか

った. また近位群は今回治療の対象とはなし得なかっ

た.

3) 高度の変形，悠痛，運動制限あるものには手術的

方法が考えられるが，その際プロカインブロック，透

視，関節造影などは診断のための補助的手段として有効

である.

追 加 :内西(慶大整形外科〉

手関節部の外傷に際しての遠位榛尺関節損傷の早期診

断として関節造影術を施行している.

新鮮民骨下端骨折・ 34例のうち 14例に挫傷あり ，徒

手整復後， Cotton Loder位(最大挙:屈， 団内，尺屈

位)での cast自xationを行ない例 12に満足すべき成績

を得た.

似l旧僚'円-下端'行折(速位挽尺関節損傷〉手術 :Milch 

法 2，Darrach法 3，Liebolt法 3，BunneJl法 1，動

指挫関節には，良好な成績を得たが回旋制限の改善はあ

まりみられなかった.

Discus articularis再建術として，いまだ満足すべき

方法がない現今，早期診断によって，正しい治療を行な

い，遠位機尺関節不全を残存させないように努めるべき

である.
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34. 示指中手指節間関節背側脱臼の 1例

国府田守雄 鈴木裕視 芹 沢穣 *

示指の中手指節間関節の背iJ¥IJ脱臼は稀なものであり，

解剖学的特殊性のため興味ある外傷のlつである.私ど

もは最近本脱臼の新鮮例lを経験し，鋭血的整復術により

良好な結果を得たので報告する.

症例.松O沢O.女 7才.

昭40，6， 22日， 学校で遊戯中， 友人の背中より転

落，左手をついたところへ，他の友人が折りかさなって

/長ちてきて受{あしたという .外科医の長女であったた

め，直ちに自宅で局麻，徒手整復を試みられたが症状改

初診時所見は図 1のごとくであり，示指および手背は

強く腫脹し，示指中手指節間関節は過イr!l展位をとり，指

針l間際l節は屈曲{立をとっている.手掌部皮下に浅く中手

"'1"目頭と考えられる'丹性膨隆をふれる.X線所見は図 2

のごとく示指中手指節間関節は背側脱臼を示していた.

伝達麻酔下に徒手整復を試みたが，弾力性に固定され整

復不能であった.さらに全身麻酔下に徒手整復を試みた

が不成功に終った.翌6月 23日， GOF全身麻酔下に

空気止血帯を使用して観血的整復術を行なった.皮切は

図1. 術 前.

図 2.術前.

善されることなく ，望者力性に脱臼位をとるため，当日夕

刻，当科を受診した.

本 M.Kohoda， H. Suzuki， Y. Serizawa:飯田市立病院整

形外科(飯田市大字飯田).

proximal palmar creaseに沿った皮切をさらに撹側

mid.lateralに延長したものを用いた.皮下に浅く突出

した示指中手骨骨頭を見出した.こ与 で再度徒手整復を

試みたが整復不能であった.血管神経を傷つけぬように
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周悶を卜分展開すると'1'手骨fLvfiは示指屈筋艇の焼側に

転位し. ì.支横靭イliで掌似肋ミら司 1手'斤 ~ïJ頭下部が押えら

れ，背側には断裂した線維軟'，]-板がかん入し，この 2者

の問に中手骨甘lifiがはさまれて徒手整復を不能にしてい

た.さらに院側には虫様筋を認め，いわゆる)1'桁状構造

をj形成し把握されているのを確認した.血管布11経をさけ

て，l'手骨'lil'頭j叫[11より， 周j筋初匝凶腿~符靴jの}除fたE側て

縦切閲し3 さらに natatoryligament を縦切し整復可

能となった.た工し浅横籾'J!?はそのま Lで手をふれなか

った 整復後中手指節間関節を動かしてみたが再脱臼

するようすはみられなかった.縦切した線維軟'I'J板，

natatory ligamentを縫合し.1欽部組織を形のごとく縫

合し，術後アノレミシーネで機能的指(立に固定した.術後

2週より後療法を開始，術後 4週で白他動運動範囲がほ

X正常となったので、後療法を中止した.

術後 10ヵ月たったH百41，3， 11日の検診ではまった

く正常の機能をいとなみ.i?I痛も訴えない.

示J旨巾手指節間関節の背側脱臼は稀な脱臼である.

Kaplanが 1'(y1Jの症例とともに詳細な報告を行なって以

来，解剖学的特殊性のゆえに興味ある脱臼とされてい

る.

木邦でも最近少しずつ徒手控復が不能で，観血的療法

を行なった木脱r-Iの症例報告が行なわれている.

我々 長野県下伊]Jflt'llは人口約 18万6千であるが，整

形外科専門施設は当科を含めて 2ヵ所のみであり ，また

外傷の非観凶i的治療の多くを妓f1師が扱っている.これ

らすべての新患総数を総合すると年間約 6，500人にな

る.過去 5年間にさかのぼって調査しでも，示折'-1'手指

節間関節脱臼と考えられるような症例を認めることがで

きず，発生頻度はきわめて低いものと考えられる.

木脱臼の解音1]については Kaplan の詳細な論文があ

り，木学会においても~日j，加藤らによって報ぜられて

いる. Kaplanは屈筋胞の走行が中手骨小頭の尺側 1/3

を45。の角度で通ることを述べている.示指中手折節間

関節の背屈を強め，さらに手学:.(Hl1より基節'門誌部に急激

な力が加わると，線維!jy:骨板のけl予円骨頭下部付着ー部が

弱く，これが破れて'r手骨骨頭が脱臼するが，この際屈

筋腿の走行が脱臼しやすくしているものと考える.整復

はiIll脱臼程度のものを除いては，ボタンホーノレ機構のた

めに徒手整復がほとんどの場合不能であり飢血的整復術

を必要とする.

新鮮例では術後の機能は良好であるとされている.我

々は左示指'1'手指節間関節背側l悦臼の 1[YI他経験し，観

血的整復術を行なった.術後良好な機能を示している.

追加 矢部(慶大整形外科〉

Kaplanの脱臼 2[YIJ. うち 1例はIW旧性. 1例は中手

1J・尺側 collaterallig 付着部の裂離骨折を伴った新鮮

例の治療経験を報告し，ともに手術による正しい整復が

必要であるが， 隙旧性の場合は. collateral lig. の切

離をも加えないと整復し得ないこと，骨折を伴う場合は

句nのI.Eしい整復がE要であることを強調する.

35. M.P.関節の internalderangement 

による示指の recurrentlocking 

綿谷茂弥 堀木 篤*

M.P.I渇節の internalderangementによる locking

の報告は少ない.Lockingの原因としては. collateral 

lig.紐子'f'Lpalmar plateの変化，中手骨'Fl'Jmの oste-

ophyte等があげられている.

rl']三riJ"'l頭における abnormalpalmar cornual pro勾

jection が locking の発生に主役をなしていると考え

られる 1例を報告するとともに，示J旨の M.P.関節部に

おける種子什の有無と中手刊riLJ頭の radial∞ndyleと

本 S.Wataya 大阪大学整形外科;A. Horik】.大阪厚生年金

病院整形外科〈大阪市福島区上福島).

の関係についての調査について述べる.

症 例 28才，女，看護婦.

1964. 9刀，右示指 M.P.関節の屈曲を強制され loc-

king発生， 自分で manipulateして unlock した.

その後たびたび locking が起こるようになり，多いと

きは 4~5 回/ 日，そのつど臼分で unlock した. 1964 

年 10月 24日， 起床時 lockingあり. unlocking不

能.

初診時所見(1964，10. 26 R) 右示折 M.P.関節

は，他動的にも 155
0
以上の伸展は不能，屈l仰は正常で
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ある.中手'円台頭掌側l僚側部に一致して圧痛がある.

X線所見 ・示指中手骨骨頭掌側では boneridgeが正

常よりも強いように思われる(図 2，左官11]).種子'門ーは

認めない.

手術所見(1965，1， 29日) 図 1に示すように，pal-

mar plae ~開くと， 中手'II"'il"liJiの挽側にi欽'斤で被わ

れた abnormal cornual projection を認める.この

projectionが palmarplate切開部から とび出るよう

な状態では locking は release されるが，palmar 

plateの切開縁を閉じると lockedの状態になる.この

ー
す
lJ

号

一葦干
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cornual projectionを切除して， palmar plateの切開

縁を縫合しでもなお M.P凶節の過仲展が可能なことを

たしかめた. 図 2 は引ì:f前および術後の ' 1'手 ~1'1 骨政学側の

状態を示す.

術後 l年 2ヵ月の現在まで再発等は認めず， M.P.関

節の状態は健Olllと同様である.

工心cking の原因としては， 上述のような因子があげ

られているが，そのうちノド症例と類似の変化を認めてい

るものをあげると， Goodfellow (1961)は示指ではな

いが，いずれも osteophyte が我々の例における cor-

nual projection と同様な状態を呈した 5例を報告して

いる.その他，示指については Flatt(1958)， Bruner 

(1961)， Yancey (1962)の報告した名 1例も，我々の例

o Sesamoid bone (ー)
. 1/ (+) 

Projection lndex 

o
 

o
 

v

o

o

o

 

o
o
O
R
5
0
0
0
0
0
 

B
E』

F

'

B

』

F

g 

••• ••••••• 
ハ
υ×

 

d
一
川

... 
。 路子骨のない作1)
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tr:報告痕i列

図1. 手術所見.

a. 術前.Bone ridge若明. b.術後.Bone ridge切除.

図 2. 第 2中手骨骨頭悠側の状態.

40 

図 3.Projection Inclex. 

とある程度類似性がある LangenskiりId(1950)は示指

の lockingを2例報告し，その原因は， collaterallig.が

rl"手'目。頭の radialcondyleの掌尺側にひっかかること

によると述べているが，我々の例で cornualprojection 

を切除することにより ，Langenskioldのいう mecha-

nism が releaseされるとし、う可能性も考えられるが，

いずれにしても，この abnormalcornual projection 

が主役をなしているものと考えられる.

Bizarro (1921)は， ~~T[子干j がない場合には"1'手'行骨

頭は“ abnormalventral cornual projection "を示す

と述べている.我々の例でも忠側については，そのよう

な傾向が|情示される.それで示指の M.P.関節について

X線学的な調査を行なった.正確な側面像では下IJ読に困
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難をnう場合があること，および報告症例が約 15。の斜

位撮影であるので， 30 t1IJについて， 15
0
の斜位J1i1影を行

なった. 30例のうち 15例では種子fiーを認め，15例で

は認めなかった.この 30例について，図 3に示すよう

に ProjectionIndex を算出した 報告症例の Proje-

ction Index (1耳目矢印〉は高い他を示している.

種子'，'1'の有無と ProjectionIndexとの関係について

は，例数も少なく，統計学的操作もしてないので正確な

ことはいえないが， 種子'月を認めない場合のほうが，

Index カ、~ r \:~'"、ように忠われる

追加 ・質問・発言:東村(東大整形外科)

当科外来でも l似1]， 1高側示JI1M.P.関節障害に必づく

recurrnet lockingをよーした足、省を経験したので追加す

る.

か L る疾患に対する日本学名をどうつけたらよし、か迷

うが，即発 M.P.関節とでもつけたらよいと思 うが?

田)，'，'1先生は郎発 M.P.関節というのは俗にL、うバネJ旨
とまぎらわしいから，男IJの名のほうがよいようにいわれ

たが，天児，河野先生改訂の事111l'整形外科学には，バネ

折のjlZ因に屈筋艇と肢~鞠に原因する以外のものを含めて

記されている.弾発する場合には指ではなく ， M.P.関

節とあるのだから却発 M.P.I調節としてもよいではな

L、台、‘

追加 :回μ(新大盤形外科〉

1) 名称について .弾発とし、う名称は腿鞘炎によるパ

ネ指に従来から用いられているのでなにか別の名称がよ

かろう .

2) 私も最近 2例 Indexの M.P.I均賃jの lochingを

経験したが， 子Wiによりいずれも 村別の最後的障害な

く，た!:synovitisを認めたにすぎない.たとえ ano・

rnalousな構造がある場合に相当な年令になってから，

突然現われるので，その発生には捻他等による炎症性変

化が誘因となる場合が多いのではないかと思う .
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36. 手舟状骨骨折について

星秀逸 佐藤幸一 笠原信男 菊池達也*

我々は最近 10例の手舟状骨'i'l折を経験したので，それ

ら症例を検討し. 2~3 検索を加えたので-その大要を報

告する.

症例中 8例は新鮮例. 2 例は腕旧例で，年令は 14~50

才に及び，受傷機転も 4例はスポーツ選手で競技中に受

傷し. 4例は交通事故 2例は労働災害であった.

骨折部位は結節部 21711.骨体部中央骨折7例，中枢部

什折 1例であった.'I]'折線の形態はすべて横'i'i折で若干

水平斜骨折の形態の要素を示しているものもあった.

新鮮例に対しては，すべてギプス包帯固定を行ない好

結果を得ている.すなわち前腕より中手指節関節まで固

定し，全指の運動はできるだけ自由にさせた.なお骨-休

部中央横骨折例で，仕事の都合上 2週間のギプス包帯回

定を行ない，その後若干の後療法で 4年後の現在完全

な骨癒合が認められ，かつ慾訴もなく原職に復帰・してい

るものもあり，これに反して，受傷後7年日に手関節茄

を主訴として来院した偽関節例では，単に理学療法，関

節内ステ ロイ ド剤注入などの対症療法で大工仕事を続け

ているものもある.もちろん手関節の境屈，掌屈障害は

認めている.そこで，これら手舟状骨骨折症例に立脚し，

次のような検索を試みた.すなわち， イメージインテン

シフィヤーにより手根骨特に手舟状fJの手関節および母

指運動時における形態の変化について観察した.正常例

では手舟状骨は境屈につれて焼骨関節面に対して掌側に

回転し，大多角匂ーとの聞の関節運動も顕務である.とこ

ろが偽関節例では手苅状1]の回転運動も少なく，かつ大

多角骨との聞の運動域も少なくなっている.尺屈時には

正常例では手舟状什の回転運動は少なく，主として円運

動の形態に近いようである これに反して偽関節例では

尺屈につれて偽関節部の移開像が認められ，切らかに異

常可動性のあることがわかる.さらに母指の外転，内転

対立運動時における手舟状r丹の運動についてみると，第

1中手骨と大多角骨および大多角骨と小多角'丹の聞の関

節運動は顕著で、あるが，手苅状句・の運動性は非常に少な

いことがわかる.

これらのことより木骨折新鮮例の場合，その治療法と

してギプス包帯固定法が行なわれており，その固定法に

* S. Hoshi. K. Sato. N. Kasahara. T. Kikuchi:岩手医
科大学整形外科.

も種々提唱されているが，前腕より中手指節関節まで、で，

手関節軽度背屈位，特に*j~屈 ，尺屈を強制することなく ，

各指運動をできるだけ自由にしても目的は達し得ると思

われる.

次に，妊娠後半期新鮮胎児および新鮮成人屍体につい

て血管系の解明を行なった.すなわち上腕動脈を滋出し，

カニューレを未柏、に向け挿入，生理的食塩水で十分潅流

したのち， 硫F俊パリウム (硫酸パリウム粒子が 100ml 

に 75mg合有〉をfl=.入した.注入量は胎児および屍体に

より適宜調節し，手指)x.府に小切闘を加え，造影剤の漏

出を確認して注入を終えた 次いで上腕動脈を結殺し，

2~3 日中性ホノレマリソに固定した 造影剤の囚定後は

胎児では softex成人屍休で、は普通X線により手関節の

J1i~j影を行な った.

手|其l節部の血管系は1発fj'動脈，尺什動脈，刊間勤W~が

おのおの学:~lIJ. T'f側手線校などの分校によって豊富なl吻

合を形成している.これは鋳型標本によ っても立体的に

ー

図1. 10ヵ月胎児 Csoftex撮影).
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よく把僅できた(図 1). 

さらに手j討状骨部の秋部組織を除去し， JB~灰操作後，

softexにより子恨'，'J全桜木および各切J:-をJ/u影し，飢祭

すると，ヰf!J_耳什，多ftri'L月状肯とのI)&Jt!ri而をのぞいた

佼の部分より立高な血管が予)11:(}¥'i'J内に進入しているの

図 2. Iぷ入手j持状骨内血管{望()悦灰後 softex撮影).

が認められ，かっすi内においての血管l吻合も顕Jぎである

(1)<12 ). 

この点について，、月大学解fylj学教室所蔵附'lJ予)il状'ij-

についてみても， ml節[師をのぞいた綾の部分には多数の

栄主主孔が認められた.これを詳細に観祭すれば，常側に

比して背似IJの栄養イしが豊山である.

このことは木骨折ーiWW::I[111に対して， しばしば観1血的操

作が行なわれているが，上記血管系の状態より， 1'f仮IJ).ffi

入より学側進人法が栄養l血管の損傷も少なく良結果を得

るものとjEう しかし反l而受f別会長年月を経て，偽関節

形成があり，かつ関係1症変化を伴L、，運動時に偽関節部

の異常可動性のあるものに対して， iji.lこ'庁折部掻!隠'1]移

他術を併用しても，関節の可動性の改善は望み1~1ない .

そこで手舟状肯 i部分摘出術，近1立予恨チIJ摘出術，茎状突

起切除制;j，ときには手関節1&定術などが考慮されている

が，か与る手術的操作では作業;力の減退，長期の|古|定な

図 3. .F舟状骨tmの純子育¥

どの不利も予測される.か Lる場介，手:fij-状'J'Jはときに

1-<;'休部中央で scaphoidとmetascaphoidvこ分離してい

ることがあり(図 3)，本来の手線'1'央関節の運動の形態

は，子j柱状骨においては分離部でも行なわれることにな

る もちろん関節症変化を伴った偽関節の場合，種子育・

と同様の運動性はj羽千、?できないが，そのような症例では

特に観血的操作を行なう必要はないと考えている.しか

し関節症変化のない症例で愁訴も多い場合，各種手術操

作の必要がある場合もあると思われるが，我々は現在の

ところ手術例の経験はない.

むすび

t.Jt々は， 子舟状riJ"J'J折 10例を経験し，これに立脚して

2， 3検索を加えた.

すなわち，手舟状'白什折のギプス包帯固定は，前腕よ

り中手指節l渇節までーで，手関節は軽度背屈位，機屈，尺

屈を強11，IJせず，各指の運動はで・きるだけ白由にしても目

的l土達し得る.

手舟状1'J'の血管系より，観瓜l的操作の場合，その進入

法は背側巡入より掌;側進入法が栄養血管の損傷も少なく

好結果を得ることができると思う .手舟:伏骨'iJ折腕i旧例

で関節症変化を伴った偽I)!:J節例では特に観血的操作は必

要ないと考えている.
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37. 手舟状骨骨折の発生機転について

伊藤忠厚 池谷正之 石 橋 研 三*

手のjil状'円1'1折の発生機転については 1906年 Lilien-

feldが実験的に圧迫骨折の可能性を論じ， Hirschがそ

の後，屈山1'j折も起こり得ると述べ，その他 Auvray，

Castruccio， Wol任，Pagenstretcherらが屍体予をJFlい

て実験的に'丹折を起こさせることにより諸説を主唱した

が，大別すれば圧迫'庁折説と屈rJ1lfl折説である 1910年

Preiserが;tj-状'円'fJ折に続発した近位'丹片の壊死につい

て;11状什の関節j回すなわち有頭'11什頑と偵'iJ関ili'1耐との

問に介ずEする部分の圧迫による外傷性変化，循環的常に

よる ~!l~向性j実死として Kienböck 病と同一範略に扱っ

たが， 数年後彼が死亡したため j立憾ながらいわゆる

Preiser病の追跡調査報告に接し得ない.しかるに 1929

年 Schnek はこの'月折が関節内'Vl折であることに着目

し，おそらく恰竹下捕の後縁や茎状突起がテコの支点と

円トミ〆ト〆 従rf!..t'! 
図1.

本 T.It凸(教唆)， M. Iketani， K. Ishibashi 日本医科大
学整形外科.

なって起こるべき屈曲骨折説を唱えた

この説は 1958年までの Bunnellの成内にも引用さ

れ舟状'，j什折の偽関節症例に対する治療方法の 1っとし

て茎状突起切除術が単独に施行されるに至るほど普通性

を獲得してきたが Boyesによる改訂版では Schnekの

屈曲'iJ折のメカニズムについての引用を併し、ている.そ

の後本'骨折のメカニズムに関する知見はtJllfJにしてきか

ないが，我々はノパ〈ドミントンの選手が手関釘節Jを強くb恰2屈
しただけで、本f刊j

レ一ボ一ノルレをはじめ手l閃刻節を酷{使史するスポ一ツ選手に多

数の舟状，丹単主犯独i主!'刊n折を発」見Lし報告を行なつてき(図 1)， 

その受{傷努訓H時寺の肢位の特具1性生，すなわち手関節背桃屈{立強

制が舟状'l'lにし、かなる力学的影響を及ぼすかについて考

察を試みた.その結果，実験例と臨床例との聞に一連の

関連性をSMeし得たので木骨折発生機rFについての I考

察としたい.

解 音IJ:手関節の運動は手恨間関節と能'lJ'子様間関節

との複合J!TI動であり， したがって主として有頒句'目立Aと

舟状骨 ・Jl状'I'Jおよび憤'n関節商とで行なわれる.有jjJ(

骨ーはf守政以外の部分で他の手根骨 ，9'手竹基部と密に連

結し単独ではほとんど運動性を有さない.:Jj:j-状'1'1はそれ

自体きわめて大きな運動性を有し，手関節のあらゆる運

動に関与し，その機能は関節円仮のごとき役割を演じ予

関節の機能的構成体の設も重要な部分を占める.手関節

背屈{立でさらに枕屈を行なうと舟状骨遠位端は隼:仮IJに突

出する.近位部は十-Jt'j'l関節l面と有頭骨骨liJiとの間に強く

はさまれた状態にあり，この肢位で;11状骨は運動性をま

ったく失う したがって外力に対していかなる回避運動

も不可能であり ，きわめて損傷をこおむりやすい

軽度の背十悦f允t屈f位立を(保呆持するだけで

るという Hawの;実起験は，静的な解剖学的関係を動的に

とらえたひとつの方法である.

実 験:子関節の背俊屈位強制が:J(I状'，'1にいかなる歪

を与えるか，その最も単純な方法として屍休子関節より

舟状'丹を摘:1¥し印象材を埋没して陽性モデノレを作成， こ

のモデノレは図 2aに示すごとく ，その舟状'，'1と向型で手

関節運動に際してもほ X同様の運動性を示す.しかるに

印象材を埋没後手開館j背機屈位を強制し，印象材の硬化

をまって取り山したモテ、ノレの歪みをみると図 2a 3のご
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1 摘出j骨状骨 2 舟状骨モデノレ 3. 圧迫モデル

骨折を発表し， 1888年 DeFortunetが

単独'庁析を初めて報告した.そのほかい

ずれも解剖学者が剖検によってたまたま

発見したものの報告があるが， 1898年，

X線が臨床的に応用されるに至って相次

いでl臨床。1)の報告がなされ，早期治療の

l時期を失した偽関節の難治性 x線娠影

上の特殊性などとともに古くから臨床的

にきわめて興味深い骨折として特異な存

在であった.Bohler Klinikの Trojan

a. 

2. 3. 
b. 

図 2.

とく近位 1/2部が著しく圧平化されている.一方臨床例l

の観察では苅状骨近位端'ii折偽関節症例において上記の

肢位を強制すると，骨折両ilJrの間に離聞を生じこの部

分に強い圧迫力が加わる事実を認めた(図 2bの 1) .ま

たこれと相似のメカニズムにより我々は月状骨 ・舟状甘

聞における手恨間籾千if断裂 (Rup.art. oss. L. et N. と

略〉の 3症例を経験しているが Novotony はこの損傷

はかなりの頻度で発生すると警告している.以上の事実

は舟状肯の関節内における圧般の可能性をものがたるも

のである.

考察

1839年 Letenneuerが剖検により挽竹下端骨折に合

併した:)lJ:¥ktl'i'J'折を免表したのが文献的には最も古い報

告とされており ，その後 Jarjavay(1846)， Guibout 

(1847)， Flower (1861)， Forgue (1887) らが三角riJ什

折，大菱Jf~'白骨折，月状ti 掌側脱臼等を合併した舟状中j

は X線像上骨折線による分類を行ない，

約 500fJl)の舟状'rt'I~'折を ， 1) tubercul-

um 11%， 2) proximal third 9.7%， 

3) horizontal obliq ue 36.6%， 4) tra-

nsverse 40.3払 5)vertical oblique 

2.4%に分けた.我々のスポーツ選手の

症例も図 1~3 のごとく transverse 型

が最も多い.諸家の統計をみても全例が

関節内骨折で，遠位計(uil'折は結節部剥隊

骨折以外には存在しない.すなわちさき

に述べたごとく腰部より近{立端までにお

ける関節内圧迫t1折の可能性は想像にか

たくない.そしてその辰も distalで、起

こったものは，腹部述位部の horizontal

oblique型，最も proximalで起こった

ものは， 近位端の，~.折であり， さらに

proximal に受傷機転が及べば Rup.

art. oss. L. et N. が組こり得る (図

2 bの2).また興味ある事実として，スポーツ選手の手

関節受傷例の中に舟状什関節面および近位 1/2部全体に

わたって骨硬化像をみるものが多数あり(図 2bの3)， 

これらはし、ずれも関節内における絶えざる異常な圧迫力

に由来する，いわばスポーツ効果とでも称すべき変化で

あると思われる.ちなみにこのような症例に'庁折が起こ

った場合これを直ちに近位'目片の asepticnecrosis と

断定することは危険である.さて手関節背屈位で受傷せ

る，さまざまな臨床例について，その機序を考えると，

schemaに示すごとく(図 3)，受傷時にもつばら，憐屈

が強制されると榛骨茎状突起骨折や舟状骨骨折の hori-

zontal oblique型， 十~~屈の程度が少なくなるに従い ，

transverse型 proximalthird型の骨折が起こり，

さらに proximalmedianの受傷例では Rup.art. oss. 

L. et N.をきたし尺屈位強制lで尺'胃茎状突起句'jJi'，三

角什骨折等が起こり得る.また力が有頭骨1'1頭より舟状
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図 3，舟状骨およびその周囲関節部損傷。

fj'を介達して挽1J関節面に及ぶとき，機'['J下端縦裂rfj'折

を惹起する.これらの種々の手関節部損傷例は舟状骨を

中心に起こった同ーのメカ ニズムによる一連の回有損傷

であると演者らは解釈している.そこで舟状骨近位部が

機械的に圧縮されるときいかなる機転で'11折が起こるの

であろうか.おそらく圧迫力は，一瞬の衝撃として作用

しそのメカ ニズムを解明することはきわめて困難であ

ろうが，考えられる可能性としては有頭'，1"iJ-頭と舟状骨

関節商さらに使'円関節而との聞におけるIlll率半径の相違

である， Nyakasは骨折の機序として1IJ状'行の他の関節

面に対する“ Inkongruenz"を重視しているが我々も

互いに相異なる曲率半径を有する面の聞におかれた舟状

骨が一瞬の力の模作用を受けて骨折を惹起するものと推

論する.その結果，骨折初期の X線像では発見しがたい

" Haarliniebruch "をきたすものと考えられるのであ

る.

結語

我々は舟状骨圧迫'円折の可能性を実験的，臨床的に考

察し，その結果，骨折は舟状什周囲関節面の“ Inkongru-

enz ))に由来する力の一瞬の模作用によるものと推論し

た.

追加.井上(久留米大整形外科〉

我々の 109例中受傷機転の切らかに判明せるものは，

48例で，その'1コで背屈位または背焼屈{立を強制されたも

のは .10例で最も多いが，反対に学尺屈位を強制されたも

のが7例あり，演者の述べた手関節背挽屈位時の舟状骨

に発生する圧迫'霞折が原因とする説だけに発生原因を帰

すことには賛成できない.
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38. 手の舟状骨骨折について

ーーーその治療法および成績を中心として一 一

宮城成圭 井上博 多田隈鴻 宮城恒夫*

私たちは過去 3年間手の舟状'il"竹折について調査中で

あったが，今回は治療法および成績について報告する.

1. 症例の内訳

総症例は 109例で内訳は表 1に示すとおりであるが新

表1. 症例の概略.

治療終了 治療途中
I ，，1 

IW作的観血的 {呆存的

急 1生 38 2 18 58 

亜急性 12 3 2 7
1 

24 

陳 !日 性 3 10 27 

15 

横 30 3 6 '18 1 67 

垂直斜 2 2
1 

5 

阪l 裂 115 1 7 22 

末梢 1/3部 I12 5 3 12 33 

中 央部 2-1， 7 3 9 44 

中枢 1/3部 2 3 2 2 10 

結節部 15 7
1 

22 

53 15 3 8 I 30 I 109 

旧別では急性が 58WI)で多く， 骨折}型日1)では横什折が 67

例，部位J]I)では'1'央部が最も多い.

この 109 例 rl~保{'f的治療を行ない治療の終了せるもの

は 53例で，治療途仁l'のものは 3(91)，飢血的治療を行なっ

たものは 23例で 15例は治療終了し 8例はなお治療継

続中である.なお 30例は途中で治療を放棄したもの，ま

たは最初から保存的あるいは観血(I'g治療をす Lめられた

にもか Lわらず治療を受けてないものである(表 1)， 

2. 私たちが行なっている治療の原則

X線上'丹折部および両fl'J十に不快な所見が出現しない

|浪り新旧にか Lわらず保存的に行なうことである.換言

すれば次に述べる変化が起こっていれば一応手術の適応

• S， Miyagi (教授)， H， Inoue， K Tadakuma・久留米

大学整形外科 T，Miyagi:官以病院(福岡県印川1tll添田

町).

と考えている.すなわち'f'J"J十の大なる肉If閃.cyst状変化

の出現，吸収像， 'FP十の壊死様変化， 1)1;1節症様変化であ

るが，この場合関節症線変化は別として，たに 1つの変

化をとりあげて手術にふみきることは，早計のようであ

り，受傷後経過11数，骨折部位，骨折理についてもある

程度考J的こ入れて決定すべきものと思っている.

3， 固定方法および期間

保存的治療1洋，手術的治療併とを問わず悶定はギプス

固定を前腕'T枢部より手まで行なうが，示指より小指ま

では distalpalmar creaseまで，母指は M，P.関節を

超えて同定し第 1中手'自に少しの可動性も与えないよう

にした. これは carpometacarpaljointを回定するた

めである.子関節の肢{立は当初Jは軽度fjt背即位としたが

現在は正'-I'{;立に行なうことにしている.これは骨片の安

定性あるいは接合性が手術所見よりみて正仁l'位のときが

一番あるように思える症例が多かったためである.固定

は 1カ月ごとに除去して X線撮影を行なし、，'1']--折線の不

明際化あるいは消失，什折部を連絡する11梁をみるまで

は固定を統ける，0， Russeが述べたような'f'j癒合の早

期徴候としての calcifiedbandの出現は (Russeは新

鮮例の約 40%にみたとしている〉稀にみるがその場合

はギプス副子にして約 2ないし 4週以内の悶定をしてお

く Calcifiedbandの出現と什梁の交通を同時に認め

た場合は同定は除去して運動練習に移る.

同定期間中に次第に別強してくる什萎怖や中板骨片の

壊死線変化については， 'fj萎縮は運動開始により早期に

回復し， J袋死様変化は1H草子?とともに次第に回復してく

るのであまり問題にしていない.

4. 治療成績

1) 保存的治療群:以上の原則に従って治療した症例

中il癒合をみなかった症fyl]は 1例もなく ，途中で放棄し

たものおよび，現在治療rj'のものを除き 53例に骨癒合を

みた.

固定期間の変動を種々の点より観察してみると，まず

部位別ではがi節部は最も治癒しやすく，特に固定を必要

としない場合もあった，1，.折が末村li側より rt，js側になる
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に従って長期固定を必要とした.

骨折型別では結節部に起こる推裂骨折や腕裂'斤折は最

も短期に治癒し，水平斜，横，垂直斜とわずかに固定期

間は増加してくる.

表 2 保存的治療訴の固定期間.

部 位 同 例数 周定期間 平均固定期間

結節部 15例 0~4 週 2.1遇

末梢 1/3部 12 " 2~7 " 5.1 " 

中央部 24 " 4~ 14 " 7.6 " 

中枢 1/3部 2 " 12 " 12.0 " 

骨 折 型 別 |

飾 裂 15 " 0~4 " 2.1 " 

水平斜 6 " 5~12 " 7.0 " 

横 30 " 2~14 " 7.3 " 

垂直斜 2 " 5~1l " 8.0 " 

新旧別(腕裂，撰裂骨折を除く). 

念、 性 23 " 6.0 " 

亜急性 12 " 7.5 " 

際旧性 3 " 9.6 " 

新旧別では11折を除く 38例についてみると，平均値は

急性6週，亜急性 7.5週，JlJ長旧性 9.6週 と治療開始が遅

れると明らかに、治療j羽聞は延長してくる(表 2). 

なお保存的治療群中 Schneckの分類による trans-

naviculo-perilunar dislocationの2例があり ，いずれ

も急性で援復固定 12週 14週と長期を要した症例jで、あ

るが， 手関節の機能は l例の挽屈制限 50%， 1例の尺

屈制限 50%，主主屈制限 30%を認めたのみで，患者はさ

して苦痛を感じてなかった.

機能回復の状態をみてみると 1カ月以内とその後では

機能は明らかに好転していて，全体としてみると， 53例

中，秀 30例，優 10例U，良 10例，可 3例で大休において

満足すべき結果を得ている.

2) 観血的治療群 .陳旧例が最も多く 23例中 18例で

ある(表 1参照).

急性の 2例のうち 1例は transnaviculo-perilunar

-dislocationで観血的整復術と同時に骨F移植術を行なっ

たもので 1例は挽'斤茎状突起骨折に対する手術と同時

に離聞大なる舟状fiに対して骨移植術が行なわれた.

最も多く用いられた手術法は掌側侵入による什移植術

であり，協骨茎状突起切除術を併用したものを含めて，

15例であるが，この手術法は大略 Russeの紹介した方

法に準じている.この侵入法は舟状骨の掌側を十分露出

させることができ，脈管学的にみて，また手関節の構造

よりみてどの部位の'行折にも非常に有利なものである.

移値骨としては始めは)]易'丹片を利用していたが， i尭骨茎

状突起を切除して移植骨片として用いる方法から，最近

は榛'円未封Iu掌側部より，あるいは舟状骨結節部より骨片

を採取する方法を採用して十分目的を達している.

術後の処置はすべて，保存的治療に準じて行なってい

る.

骨癒合を目的としなかった手術が 2例あるが 1例は

挽'行ー茎状突起切除術であまり効果がなく，本{ll]はr丹移植

術を 1次的に行なうべきものであった.他の 1例は関節

表 3.手術法.

Bonegrafting 15 

Volar approach 12 

Lateral approach 2 

Dorsal approach 1 

Styloidectomy & bonegrafting 6 

Volar approach 3 

Lateral approach 3 

Styloidectomy 

Wrist-fusion 1 

言十 23 

症様変化の著明な症例に radiocarpal-fusionを行なっ

て疹痛のまったく消失したきわめて効果的な症例であっ

た(表 3). 

すでに治療の完了した 15例中骨癒合を目的とした 13

例について固定期間の変動を 2~3 の点からみると ， 骨

折型別では横骨折では平均 8.5週と保存的治療群より約

1週間長期の固定を必要としているにすぎないが，水平

斜 13.5週，垂直斜 16週ときわめて長期の固定を必要と

している.部位531]では末梢 1/3部では保存的治療群と大

差なく，中央部は平均 10.4週，中枢側部は平均 16週と

ともに長期固定を必要としている.しかしながら新旧別

では3者にあまり著変はみられなく， I陳旧性の場合は保

存的治療群に比しかえって短期に骨癒合をみている.

中枢骨片がきわめて小で，従来骨片摘出術をす与めら

れてきたような 5症例に手術を行ない，なお固定中の 2

例を除く 3例に'円癒合をみたが，解剖学的治癒を期待で

きる点より，たとえ長期固定を必要としても，摘出術よ

り骨移植術を行なうことが適当と考える
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手関節の機能は 2カ月以内で調査したものは 2例で，

あまり良くはないが，以後かなりの回復を示していて，

月日の経過とともに好転してくるのが判明したが，やは

り保存的治療群に比して若干劣っていた.

おわりに

以上過去 3年間に我々が経験した 109例の手の舟状骨

骨折についてその症例の概略，我々が行なっている治療

の原則，治療法およびその成績について述べたが，その

結果を要約すると次のごとくである.

1. 保存的に行なうか否かの決定は， X線像を参考に

してまず考えるべきで，これに骨折型，骨折部位を考慮

に入れて決定すべきである.

2. 早期発見および早期治療が最も治療を成功に導く

ものである.

3. かなりの症例が保存的に治癒を期待できる.

4. 手術は挙;倶1)侵入による骨移植術が最も合目的的で

あり，移植骨片は挽11末端あるいは舟状骨結節部より採

取でき，腸骨片採取の必要は感じない.

5. ~I定期間は保存的であると否とを問わず x線で

確実に骨癒合をみるまで続けるが，その指標は骨折線の

不明瞭化と'i'i梁の疎通が骨折部を通って認められること

にある.

6. 回定中増強する骨・萎縮や中枢骨J:-の壊死様変化は

回復性であり，また長期固定によっても手関節の機能は

日常不自由を感じないまで回復する.

追加:水岡(国立熊本病院整形外科〉

熊大整形外科教室で昭 36年以降 5年間に，手舟状骨骨

折の 13例 15手を経験したので-追加する Acute fra-

cture 2例， delayed union 7例， non-union 6例で，

vertical oblique 3例，proximal thirdが 8fyljで，比

較的難治性の症例が多くなっている.パレーボーノレ選手

4例がある.新鮮骨折の 2仔uは上腕から母指の基節を含

み，他の指の M.P. 関節までギプス固定をして，1j癒

合を認めている.手術をした症例は，月状'門脱臼を伴っ

た症例に近位骨片と月状骨を摘出した症例を除く全例に

Russe法を行ない 1年以上経過したものは8例で，そ

のうち Russe法を行なった 7例とも X線上骨癒合を認

め，無痛で，隼;背局運動範囲 1200
以上の優が 2例，100。

以上の良が 5例となり本法の成績は優秀で試みられるべ

き方法と考える Russ巴法を行なった症例で， 術後の

ギフ。ス固定は x線上骨癒合の完了する時期まで行なっ

たが， 悶定期間と型との関係は Russeの示した新鮮骨

折の各型の固定期間に比べ， horizontalobliqueのf干折

は大体一致するが transverseおよび verticaloblique 

のものは 3週間ぐらい長くなっている.

追加 .斎藤(新大整形外科)

偽関節を形成した手舟状'丹骨折の場合でも類、症状に経

過することがある.したがって新鮮骨折に対して必要に

して十分な期間確実に固定したにもか与わらず偽関節を

形成してきた場合，すぐ手術を考えずに無症状に経過す

ることもあり得るということを一応念頭に入れて治療適

応を考える必要があろう.

池谷(日医大整形外科〉

1) 私どものスポーツ選手の舟状骨骨折偽関節 目症

例中 13例は現在ほとんど無症状に経過している .2例

は手関節痛があり，近位骨片には著しし、骨硬化像を認め

るが followupは事情によりできなかった. 偽関節の

最長観察j明聞は7年であるが，無症状のものには，積極

的に治療を行なっていない.

2) スポーツ選手以外に horizontalobliqueの偽関

節症例を経験したが，ft折商に袈腫様変化を認め愁訴が

強かったため Russeの方法で骨釘移植術を行なった.

数年前の ClinicalOrthopedicsにも報告があるように，

愁訴のない偽関節症例は放置して一向に差支えないもの

と考えている.

答:井上(久留米大整形外科〉

私たちが治療した症例はすべて愁訴のあったものであ

り，保存的治療で偽関節へと移行したものは 1例もない.

治療途中で castを除去した当初Jには当然、疹痛はない

が，骨癒合をみなければ広痛は必発性のものとしてX線

で骨癒合を確認するまて怯固定を続けた.
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39. 接種に よると思われる結核性臆鞘炎の 1例

鶴田登代志 三井貞三 田中

西田誠 佐野実 真 次幹雄*

腿革問は他の組織に比して，結核におかされることは少

ないとされている.手折の結核性腿鞠災は本邦において

文献上40数例の報告を見るのみであるが，他の結核性病

変と同様に，一般に保存的療法のみでは，徐々に破壊的

に進行するので，稀ではあるが手の重要な疾患のひとつ

と考えられている.我々も昨年2例を経験したが，その

中で結核病巣の手術中に接種感染したと恩われる症例を

報告する.

症例 30才，男，胸部外科医.

主訴右手関節部屈側の腫脹.

既往歴:ツベノレクリン反応陽性.

家族歴:特記すべきものはない.

現病歴:昭 39，12月未，肺結核患者の手術中，肋骨片

を誤って刺し，その'円片が右母指頭内にトゲ様に残って

いて，指頭が黒紫色を呈しているのに気づいた.指頭部

は比較的やわらかく浮腫状を呈していた.注射針にて異

物の除去を試みたが完全摘出はで・きなかった. 昭40，1 

月未には阿部の異常着色は消退したが，異物はL、まだ残

っていた. 3月未になって，右手関節屈側部に小指頭大

の腫脹をきたし問時にアズキ大の腫癒が右母指 M.P.

関節部に認められた 右手関節屈側部の腫肢は次第に憎

大したので，試験穿刺を受けたが，排液は見られなかっ

た. 4月未になって，同部の試験切除を受け，その結果，

結核の疑いがおかれた そのころから右前腕の疲労感お

よび右示指僚側のシピレ感をきたすようになり，受傷後

半年を経過して当科を訪れた.

現 症:右母指腹部はl程度浮腫状に腫脹するが，発赤，

熱感は認められない.指頭には陪赤色の痢皮を認める.

圧痛はない.右手関節屈側部に母指頭大の表面平滑，境

界比較的鮮明な磁性軟の腫脹を認める. しかし波動，撞

雪感は認められない.腫l辰の中央部に試験切除を受けた

手術搬痕が見られる.発赤，熱感は認めない.軽度の圧

痛が認められる.手指の運動制限は認めないが，示指僚

側の知覚鈍麻を認める.

全身所見 :異常はない.

臨床検査所見:血液検査，尿所見に異常を認めない.

* T. Tsuruta， T. Mitsui. H. Tanaka， M. Nishida. M. 
Sano. M. Matsugi:三重県立大学整形外科.

赤沈値は 1時間値 2，2時間値 7，ツベリクリン反応陽

性.

組織の結核菌情義にて結核菌を認めない.

X線所見 ff"i，手関節部に異常所見を認めない.

手術時所見:右母指屈筋j雌l比鞘は!I巴厚し，貰褐色肉芽

がとを呈し，腿を取り囲んでいた.しかし艇はおかされて

いなかった.次いで手関節屈側の腫l良部を中心に展開す

るに，灰白色腫織物によって一面に被われ，それを聞く

に radialbursa， ulnar bursaの領域において腿鞘は

肥厚し，肉芽状を呈していて，浅，深屈筋i健を取り囲み

癒着:が強度にみられた 米粒休は認めなかった.癒着を

はがし，肉芽組織の全摘出を行なうに右中指，環指の屈

筋腿は粗造な感を呈し，放置しておけば断裂をきたすで・

あろうと思われる所見であった.病理組織学的に典型的

な結核性腿革fJ炎の{象を示した.

考察

結核性腿翰炎は従来比較的稀れとされていたが，今世

紀にはいり Kanavel，Mason， Bunnell， Adams， Pimm 

らによって，多数が報告され，臨床的，病理学的研究がな

されてきた 本邦においては昭 10年，宇野の報告以来，

40数例を見るにすぎないが，本症はしばしば他の類似せ

る疾患と誤診せられ十分検査されないため，真の頻度は

知ることができないが，実際はもう少し多いように恩わ

れる.本症は成主によれば，性別では男性にや与多く，

年令的には青壮年に多くみられ，権患部位は右手掌側に

多い.職業および外傷との関係について， Bunnellは病

牛に接する職業の人に多くみられることを指摘し，経皮

感染の可能性を認めている. Adamsらは一般に手をよ

く使用する労働者に多いといっているが，明らかな職業

的関係を否定している学者も多い.しかし明らかに医師

が接種せられ感染したと思われる症例として文献上3例

の報告が見られる.すなわち Girdlestoneは結核患者の

手術によって，自分の中指周筋の感染した例を報告し，

Frりhlichは，結核屍の剖検H寺に受けた刺傷からの感染例

を報告している.本邦においては，久保田らによって，

BCG 接種中誤って注射針をさしたために起こった 1例

の報告がある.我々 の症例も，その臨床経過および結核
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既感染者に結核硝がJ釘丞されると，その局所に翌nまた

は翌々日現われる強し、局所反応，すなわち Koch 現象

と考えられる不可指J則氏の黒紫色の浮腕状腫脹が見られ

たことから，子{何時;こ受けた京1J(P.iによ って，結絞菌が接

種されたであろうことは 卜分に考えられる.しかし結後

菌の心力，量また怠イ雪の結核菌への感受性の問題および

Koch現象の紡絞菌に対する殺l詩的意J受，菌固定作用を

考えあわせた場合， I直ちに発症とむすびつける ことは危

険であるが，腿絡が存βの低い閣に緩和性を有し，また

腿輸は病変がPl.i大しやすい解剖学的因子を有すると考え

られることから，手術rl'に肋'，'1片を刺したことにより，

tit抜l過が街頭に直J安接種され， Koch現象をきたしたが，

その病没は局所にと Xまらず，手当主に及んだと考えられ

る.この症例lのごとく) *I!j核4皆、者を取扱う医師が車I@等

により，結該性l陸間炎をきたすことがあり 1q，るから，特

に結核，皆、者のj呼背IjlWi'，手術時の操作には十分な注意を要

することを強調したい.

むすび

我々は結後病巣の手術中に車1)った肋'Ij片によって結核

菌が接種せられたと考えられる結骸性腿革命炎の 1例を経

験したので報告した.

40. 農作業により惹起された手指総指伸筋健の非特異性

健鞘炎による同臆病的断裂の 4例

回 1-1-1 鐙 三井貞三 i沼田 誠 佐野 安 貞 次 幹 P:!E*

我々は役作業により芯起された非特良性l雌絡炎に統発

した，比較的稀と思われる総折仲筋腿断裂の 4例を経験

したので報告する.

症がIJは全例中年より初ζまでの女，いずれも凹の商取

りをして発症している.イI11展昨;与をきたしたのは全例中

指で 2例では環折にも障害をきたしている.示 ・小指

の障宮をきたしたものはない.発症より指の運動障害を

きたすまでのJtJJ問は比較的短かく，約 1週より約9週で

ある.

既往歴は 8年前左日より，上腕へかけての怒仰をきた

いマッサージ師の治療で治癒したことがあるという 1

例以外，関自↑í!1百，腿~~炎， S1;伎に羅忠したものはない.

局所所見 ・全例子関節背側に総指{'I')初拠l健愉に一致し

た軽度のびまん性あるいは，比較的限局した腫脹を認め

る.発亦はなく，局所熱感はなし、が，あってもわずかで‘

ある.総J旨{中筋腿l雌符iは浮腫状に肥厚し，圧痛はほとん

どない.手関節漢の肥厚は触知lしない 指は全仰l右中指

に，また 2例では環指にも仲良障害を認める.各指とも

D.I.P.， P.I.P.関節は仲展可能であるが，や L不十分，

M.P.関節は仲展不十分で過イ1)1展は不{iE，筋力は弱い.

屈曲は全例正常.子関節の運動障害はないか，軽度にあ

水 H.Tanaka， T. Mitsui， M. Nishida， M. Sano， M 

Matsugi:三重県立大学整形外科.

るものもある.知覚障害はない.

検査所見 . 手関節 X 線写点で， 全[ÝIJ~こ'百変化を認めな

い.JJ、沈値は 1[YIJのみ軽度の允進を認めるが他は正常.

CRPは全例|陰性. RAは2例では施行していないが，

他の 2(71)9'1例が徴g)J陽性，他の 1WIJは陰性である. 1 

fy'1)では組織の結核I冶j#f養をして陰性だった.

手術所見 :総指{中筋腿艇附は赤紫色肉芽様あるいは灰

白色浮!匝状また娠痕性に肥厚している.周囲組織との癒

着は比較的経いが，腿，仲fYj'j支'吊「とまた腿同;志癒着して

いるものもある.J胞の変化は腿鞘の被っている部分，す

なわちゃIJ筋交'J背の'-1'極縁より 9'手tl'J氏部の間にあり， 9' 
折が一番強く，環 ・示指とこれに次ぎ，小折l主l例もな

い. I雌は比較的変化の軽いものでは光沢を失い友商の血t

線維が細断裂して粗槌になり，肉Jf-様組織が付着してい

るもの，また弛緩しているものもある その他一部が肉

芽燥に変性して細くなり弛緩しているもの，半分ほど部

分断裂して弛緩しているものと宇もある.中指の舵はほと

んど全部が完全に断裂して， I~いものは断端が結節状に

なっている . 断fi;品問は肉~f.装あるいは減痕状の細い;.iミで

事きっているものもある.

治療は病的腿鞠は完全に剥自It切除し l院は完全|祈裂

しているものは断端を切除新鮮化し，長手;筋IIillを遊離移

植した.変性弛緩しているものは変性部を切除，縫縮し，
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欠損が大きく縫合できないものは，遊離腿移植を行なっ

た.術後指伸展，手関節背屈位で前腕より指尖まで高IJ子

固定を行なL、， 10 日後より指屈曲を制限して自動運動を

開始，さらに 1週後より混浴中で自動運動を行なわせた.

術後全例中 ・環指の付1展はなお不十分であるが筋肉は

正常となり，手関節の運動制限，なかんずく掌屈制限を

きたしているが日常生活に支障はない.また 1例では田

植え，稲刈り等手指の過労後局所の軽度の腫脹をきたし

たことがあるが，そのつど，局所への steroidhormon 

注入により治癒し，指の障害はまったくない.その他の

例ではまったく再発をみていない.

組織所見 :)lil!1'4'Jは各症例とも滑肢の繊毛状増生，滑脱

被覆細胞の膨化，滑膜下組織の血管明生，粗縫化を認め

る.炎症性細胞浸潤は軽度でわずかに形質細胞を認める

だけで，類上皮細胞，巨細胞等は認められない.これら

の変化はリウマチ性腿鞘炎の変化と区別しがたい.変化

の強いものではさらに増殖性変化が強く，滑脱表面に器

質化した 五brinの沈着，滑朕細胞の変性脱落，滑膜下組

織の毛細血管増生と線維細芽細胞の増殖が認められた

考 察

農作業により惹起された非特異性腿鞠炎に統発したl躍

の病的院rr裂についての報告は，我A の調査し得た範囲で

は 1961年藤井らの長母指伸筋腔l折裂の 7例， 1962年

篠田らの総指伸筋断裂の 1例会見るのみである.

木症の基盤となる鍵翰炎については 1954年福島らの

いわゆる「そら手J，若月らのいわゆる「甲手」の調査が

あり，これを見るとかなり高い権怠率を示すが，我A の

外来を受診するものが意外に少ないのは，若月らの調査

が示すように，段繁期に発症するので放置されやすく，

治療も近くの診療所で受け，腿断裂をきたしたものでも

総指付1筋艇の場合， Gladstoneのいうように舵問結合に

より，伸展力は減弱しても実際には大きな障害とならな

いためと思われる.若凡らは調査と動物実験より，甲手

の原因は腿および腿鞘の過労による急性の疑液性炎症で

あると述べ，稲μらは血t鞠炎の原因として水田作業が重

要で，田の草取りによる発症が一番多く，苗取り，田植

えがこれに次ぐと述べている . また)~藤井らは筒取りの指

位の特異性を発症原因として重視している.我々の例で

もいずれもs'i取りで発症し，しかもこの年は干魅により

笛田が非常に竪く，苗が取りにくくなったと異口同音に

述べている点，この年に限ってか与る症秒1)が集まったこ

とを考え合わせると興味深い.また我4の(fljではいす.れ

も女で総指仲筋腿なのに，藤田らの例がL、ずれも男で長

母伸筋阪tなのは，地方により商取りに主として従事する

者，苗取りの方法が異なるためであろうか 我々が患者

より聞いたところでは，当地方では商取りは主として女

の仕事だとのことであった.

腿の病的断裂の原因については，医t自身の病変，阪凶背

炎の肉芽による侵蝕 mesotenonの傷害による 2次的

な aseptischeNekrose，機械的摩擦，年令的rt当粍等の

説があるが，藤井ら，篠問らの例では数年前より反覆す

る鍵鞠炎があり，腿の変性が考えられるが，我々の例で

は過去にl控変性をきたすようなことがなく，また発症よ

り腿断裂までの期間が比較的短いので腿の変性が基盤と

なっているとは思われない.また腿の基底に1t隆起をふ

れなかったから骨による直接の機械的摩擦は考えられな

いが，断裂部の位置，路線維の細裂粗縫になった状態等

から，J陛鞘を被って直接には擦れないにしても仲筋l健支

併との摩擦は否定できない.また肉芽様組J織の腿への付

着，艇の肉芽様変性等により舵鞠炎|勾芽の侵蝕も考えら

れる.

追加 :洋下(広大整形外科〕

総指伸筋腿の自然断裂に対して演者は腿移植を行なわ

れたようであるが雌移行術で十分なのではなかろうか.

移植は操作が複雑となり dorsalcarpallig の切除が必

要となる場合が多いが腿移行では縫合も 1つで、すむ利点

がある.

発言:田島(新大整形外科〉

田んぼの仕事によるいわゆる「そら手」によるものは

l陸将炎より ， もっと近位部のいわゆる Paratendinitis

によるものが多<，真の腿革命炎は リウマチ性肢t革命炎また

は手関節外傷による腿鞘炎が多いというような印象があ

るがし、か:，:ヵ、?

答:田中(三重大整形外科〕

1) 我々は腿移植術を行なったがこれはもちろん腿移

行術でも結桝だと思う .

2) いわゆる「そら手Jではもっとrl"枢の para-，peri-

tendinitisを含んでいる. しかし我々の例ではl児らかに

腿鞘炎であり，非常に稀なものと思う .農作業によると

しか考えられない.
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の治療経験mallet finger ノミネ型副子を使用した41. 

Mallet fingerの比絞的新鮮な症例に対する治療法と

して， P.I.P.関節を屈曲し， D.I.P.関節を最大伸展さ

せた位置に回定する方法が一般に行なわれている.この

方法では， J日を固定された手は使いにくく，日常生活さ

え不自由であり，労働することができないので，患者は

治療を中途で放棄することがよくある.一方，治療に刈

る側では D.I.P.関節の最大イLjリ長位が保たれているか

? 圧迫されている D.I.P. 関節背側のよ主的ーが血行障:与

を起こしていないか ? をしらべるために，頻繁に患者

を診なければならない.

この方法に対して Masonの“Enidsplint"や Fish-

erの“ plastic gutter splint" は D.I.P.関節だけ

を最大仲展位に固定する方法で， P.I.P.関節は臼由に動

かすことができる.この方法で P.I.P.関節を同時に固

定するのと向程度の治療成絞をあげている.

著者らもまた D.I.P. 関節だけを固定する方法の l

っとして， 新しいパネ型副子を作成した. その構造は

D.I.P. f.Y<l節で背側から，指先腹部と P.I.P.関節部で掌

似肋ミらの 3点でおさえ，この間を連ねるように曲げたピ

アノ総の郎力で D. I. P . 関節をrf;~に最大にやIjばすように

保つものである.ピアノ線は D.I.P.関節の両側面でお

のおの 2同コイノレ形に巻いて郊性を強めてある.図 1に

その装着状態を示す.

このパ不の力で D.I.P.関節が持続的に最大伸展の状

態に調獲されるのがこの副子の特長である.たとえば初

期の腫脹が消極しでも D.

I.P.関節は新たな状態に応じ

てさらに過伸展した状態に保

たれる.日IJ子はパネによって

びったりと備に適合し，紳創j

行などを補助的にj目L、る必要

はない.また皮膚の状態を直

接監視することができる.

P.I.P.関節を自由に曲げられ

るので日常生活にも支障なく

重労働以外で、は休職せす.に治

療することができる.

この高Ij子により女子4例，

吉岡康裕*土井照夫篤堀木江 川 常一潔辻井

パネ型副子の装着状態.

男子 29例の計 33例に治療をほどこした.その内訳は右

手 21例，左手 10{1IJで，示指 1，巾j行13，薬指 1-1，小

指 5である.

33例中，回定除去後 1カ月以上にわたって経過を観察

することのできた 31例についての治療開始までの期間

と成績との関係は，表 lのごとくである.判定基準とし

て，伸展 1800

以上，運動範囲 400

以上を優，仲展 170。

以上，運動範囲 30
0
以上を良，伸展 160

0

以上，運動範

囲 30
0

以上を可，それ以下を不可とした.

回定期間は哀のように，受傷後 2週以内に治療開始し

たものに対しては 6週間，それ以上のIW旧例に対しては

8~ 10 週間とした.

この表の9'で不可の l例は港湾労務者であって，指示

図1.

副子装着までの期間と治療成績の関係.
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表1.

Splint装着までの期間

31 8 11 11 

本 K.Tsujii. T. Egawa. A. Horiki. T. Doi. Y. Yoshioka 大阪大学整形外科.

Total 
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どおりに副子を装着しなかったものである.これ以外に

は不可はなく，優と良の成績を得たものが3分の 2を占

めている.しかも陳旧例でも良の成績のものがあること

は注目に値する.

なお特別な例として，他の病院で P.I.P.関節屈曲，

D.I.P.関節伸展位で6週間のギプス固定を受けたあと 2

週間のうちに D.I.P.関節が 150。しか伸展できなくな

って来院したものが 2例ある.受(おから通算してすでに

8週間を経過していたが，あえてこの高Ij子を 6週間つけ

させたところ完全な伸展が得られ，副子除去後おのおの

3カ月と 6ヵ月で優の成績を示している.

J) 

関
節

190" 

180. 

最 170・
大
自
動
i申
畏

160. 

150. 
2" 1 6 12 '司

spl int除1:1去のJYJI/¥I

図 2. 冨11子除去後6ヵ月以上にわたり経過を観察でき
た症例の D.I.P 関節最大自動伸展の推移.

さらに中指の D.I.P.関節の背側に切創があり，他の

医師によって皮膚縫合のみ受けたが malletfingerを呈

した 1例について，この副子で 6週間間定したものがあ

る.除去後3ヵ月でも伸展，屈曲ともに，完全であった

〈図 1). 

この副子による治療後6カ月以上 followupし得た

13例についての D.I.P 関節最大自動イ111展の推移を図 2

に示す.

高Ij子除去後 1ヵnの状態よりも 5。ないし 10。伸展が

低下したものが 3f71地ったが他の 10例は変化がないか，

またはむしろよく伸びるようになっていた.

結論

パネの強力を利用して，常に D.I.P.関節を最大伸展

させようとして製作したこの副子は，良い治療成績をお

さめることがで、きた.いままでの副子の欠点であった皮

膚炎や血行障害の心配もなく， P.I.P.関節の運動がで

きるので，患者に不自由さを与えず長期の固定をいやが

らずに完了させるといった利点もある.受傷後 4週間も

放置されたような陳旧例や， D.I.P.関節で・の切創によっ

て仲展装置が切断された例など，従来の常識で手術が必

要と考えられるような場合にもこの副子だけで好成績が

得られた.簡単で，良い方法と思われるのでご追試を乞

う次第である.

追 加 :諸橋(鶴岡市荘内病院〉

私も同じようにピアノ線を用いて splint固定を行な

い好成績を得ている Dorsalはマジックパンドで固定

する.

答・ 辻井(阪大整形外:fl)

ピアノ線を使用する場合，直線の状態で利用するより

coil-springの形にしたほうが， 弾力がよくきいて，矯

正位を保つのに有利である.

追 加 :三宅(神戸大整形外科〉

我々は最近 malletfingerに対して， P.I.P.， M.P. 

の自由に!fy)き得る Boysshort metal splintを使用し，

陳旧例に対しても，好成績を得ているので追加する.

追加:内山(新大整形外科〕

演者のいわれるとおり P.I.P.屈曲， D.I.P. 伸展位

の固定法は日Ij子装着自体必ずしも容易ではない.私たち

は M.P.関節を屈曲位してこれを含めて回定することに

より ，より確実な固定，良好な遠隔成績を得ている.し

かし仕'Jj:上不便を予測された場合には特別治療を施さな

かったが，その中にも白然治癒例が少なくなかった.以

上から1*旧例で D.I.P.関節背側に腫脹，疹痛などの炎

症症状を呈している場合演者の方法は試みられてよいと

考える.

答:辻井

Avulsion fracture 4 WiJが報告例'-1'に合まれている .

L、ずれも最初からこのス プリントを用いて治療した.

質問・発言 矢部(慶大盤形外科〉

これによる保存的治療の限界をどうお考えておられる

か.私の考えて・は，局所になお炎症症状が残っている場

合，試みてみる価値があるように思う .

質問 :山田(東大盤形外科〉

未節'I~・の avulsion fractureのあるものにも使用し

ているか，特別な Repo操作後用いるか.

答:辻井

初回治療として，このスプリン トを使った例では受傷
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後 50日が最高である.i:lii説中にも述べたように，他医で

ギプス固定 6週間の治療後 2週間たって，ふたたび屈曲

位をとってきたもの，すなわち受傷後通算して 8週間で，

このスプリントを用いて治療したものも，良い成績が得

られた.

42. 産性麻痔手 の治療

中井慎一 梅垣修三 広岡靖隆 田中武夫 横林宣博*

脳性麻痔における下肢の治療の目的は，支持性と歩行

性を与えることにあるが，上肢で‘は巧徹Jill!fiJ;を最終の目

標とするため困難である.東大寺盤絞園で，過去 10年に

治療した脳性麻痔辺、.Vt!.は 147名で， このうちの退園児

99名に対し，上肢の機能障害に関するアソケートの回答

を求めた.回答を得た 55名中，上肢の機能障害を訴える

忠児は 35名 63%である.就業者は 2名で， 下肢障害児

の就業者に比べ少なく，上!伎の機能障害を改tきすること

がどんなに大切であるかがわかる.現在入園している脳

性麻縛児-18症例のうち，上肢の機能訓練を行なっている

25症例についてしらべると ，図 1のごとくで，全症例の

脳性麻簿児総数 147 

・退園児 99 
上肢の機能障宮に関するアγヶートを求め回答を

1.(Jたもの 55 
上肢の機能障害を訴えるもの 35 

(6306) 

.入園児 48 
上{政機能訓練のみ 17 

トトド
手術 8症(1IJ

図 1

5/6は理学療法を主体とした治療で中ま工目的を達してい

る.しかし残りの 1/6はた X漫然と，機能訓練を繰り返

し訓練君、欲を阻害するのみか，拘縮や変形を残し，悪

いパターンにはめこむ結果となる.我々はこの思循環を

たちきるべく 6ヵ月 ないし 1年を基準にして症例を選

択し子術的操作を加えて，機能の改15を計った.現在

* S. Nakai， S. Umegaki， Y. Hi，∞ka， T. Tanaka， N 

Yokobayashi 東大寺整l波園(奈良市東大寺境内町).

表1.

手術例

切腿術 |

lJm移行術 |

関節固定術

丹
、

u
n
h
v

A
斗

装具装若例

症例数 13 

3 

までに行なった症例は表 1のごとくであった 肩関節の

内転内旋拘紛の強い控直麻痔の 1例には，大胸筋と大円

筋の腿切り術により ，上肢の挙上は可能となり，積極的に

スポーツにも参加するようになった.日関節外転，外旋，

MI刻節屈曲拘紛，上肢を背部にまわす変形を示す!A直麻

揮の 1例に，上腕 2頭筋の目、l関節部における上腕 2頭筋

腿肢を切肱~することにより，~容も改善され，学習時椅子

での静穏位保持が可能となった.肘関節より末梢、に最も

よくみられる変形は，Jけ関節屈曲，前腕団内，手関節屈

曲，母指の内転拘縮，指の{中展および屈曲変形，関節の

instabilityである.百ij腕の団内変形は主に囲内筋と手

関節屈筋の作用によって起こるため，手関節の変形を合

併した症例が大部分てある.術前月十関節屈曲，前腕囲内

{立で，ひどい産性敏行を示した痕直麻痔の症例lに囲内筋

の切断を行なった.その結果前腕の回外が可能となると

同時に，歩容もよくなったが，手関節の変形，母指の回

転拘締は依然として残存している.また囲内筋合長 ・短

榛側手板イrll筋に移行し，術後 4年再び変形を起こした症

例に， 尺~!IJ手恨屈ñJJを前腕の背似1Iをまわして焼側で長 ・

短憐似1I手根屈筋に移行した.同時にtit似i手板屈筋を切)腿

することにより，手関節の変形はとり除かれ， pinchも

可能となった.手関節の屈曲変形はがj腕の囲内変形と関

係し，指，手関節屈筋併のスパスムスが強いために起こ

り，産直麻痔では一番多い変形である.我々が 7例の予
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関節変形に対して行なった治療法は，装具を装着してい

るもの 2例，腿移行術を行なったもの 2例，手関節固定

術を行なったもの 3例である.術前 6週間前後のギプス

固定または braceにより，変形，拘縮を取り去り，手

関節を安定させることにより折の伸筋と屈筋のパランス

を取りもどすことができることを確める.}脳炎後泣症と

しての産直性片麻痔で，術前典型的な変形のため，握り

運動，指の伸展， pinchができなかった症例で‘あるが，

境側手段屈筋の!踏切りと尺仮IJ手線屈筋を，長 ・鏡検側手

根伸筋に移行することにより変形がなくなると同時に，

手指の伸展も可能となり，機能訓練の期聞を著しく短縮

できた.次に手朗自Il固定術を行なう場合には，腿移行術

のとき以上に，術前折の屈筋， {rt筋のノミランス，固定肢

位に留意することが大切である.回定肢位は，各症例に

応じて至適な角度を決めるが，普通の機能肢位と異なり，

手関節 1800
仲展位または 50ないし 100

手関節背屈位に

固定するのがよいと考える.手関節固定術を行なった 3

症例のうち，2症例の手術時年令は 8才と 9才で， inlay 

bone graft を行なっている.術後3年 6ヵ月 2例と

も移組骨片は吸収され，幾分可動性が残っているが，変

形および拘縮はなく，早期に良いパタ ーンが獲得され，

リハビリテーションを容易にしたと考えている.手関節

固定術後，なお母指の内転拘絡を残した 2例には，母 -

示指中手什間固定術，母指掌指関節固定術を行ない，よ

り確実なpinchができるようになった.いずれの症例に

おいても，術前十分にギプスまたは braceにより変形な

らびに拘縮を取り除き，筋力を慎重に評価する必要があ

る.我々は術前 6週間，Swanson型の braceあるいは

母脂対立位の機能的な braceを装着させている .Brace 

l土手等;および指のアーチを正常に保ち，手関節で軽度背

屈し，M.P.関節では桁のや11展を告1I1浪し，母指はイlt展外

転位に固定したものである.また術後変形再発の予防，

訓練中の nightsplintとして， 筋のスパスムスによる

変形，拘縮，関節の instabilityの予防，筋機能の力づ

け，機能の改普に役立てる.術前これらと合せて，知覚

の異常も十分考慮しなければならない. またm緒の安

定， リハビリテーションに対する意欲も術後の成績を左

右する因子として見姶てることはできない.手術を行な

った 811IJの I.Q.は，最低 -12，最高 90で術後訓練に協

力するには，段低 70以上の I.Q.が望まれるが， I.Q. 

よりもむしろ忠児の機能訓練に対する話、欲が大きく影響

すると考える.いずれにしても，症例を選択し，手術適

応を誤らなければ， リハビリテーションの期間の短縮と

ともにリハビリテーションを容易にし有効な手段である

と考える Deaverは selfcareを含む両手の最高度の

使用および正常な，あるいは正常に近い外見を治療の最

終目標としている.我々も今後 follow-up を続けて，

機能訓練だけにと工まらず，職業訓練にも役立てたし、と

考える.

質問:鈴木(稿島医大〉

手関節固定術の適応についてうか Xいたい.

答 梅垣(東大寺整!皮図〉

1) 手関節固定術の症例 (3例)には，手関節を屈曲

しなければ手指を伸展できない症例は行なっていない.

2) 機能的適応だけでなく美容的な適応でも行なって

L、る.
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43. 指伸展筋臆特発性脱臼の小経験と考察

諸橋政柏 笹原三郎 長谷川 慌 茨木邦夫*

手における挺の特発性断裂は比較的稀な疾忠として取

り扱われている.そのなかでも総指伸筋舵の M.P.関節

levelでの尺側脱臼が extensor hoodおよび問問組織

の特発性l折裂によって起こった症例はきわめて稀なもの

と考えられる.

私たちはその 2例3腿を経験し服tl肢の|断裂とl胞の脱臼

との関係を局所機能解別を中心として検討したので報告

する.

症例1. 机の上の蝿を援き飛ばそうとした際右I同旨

に疹痛をきたし受診 r何百 M.P 関節部1'f似IJ!程度腫脹，

屈曲 120。で第 3総桁{lド筋腿の尺側脱臼を認め，伸展で

iJ)ii発して盤復される.腿が knucleを移動する際強い疹

焔を{下う .Extensor hoodの倍似IJ断裂によるものと考え

て3口後手術.ところが局所を見ると予想に反して ex-

tensor hood は腿付着中根部技~ll]で約 2mm 裂けてい

Sagittal 
band 

Intertend 
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図1. 症例 1. 断裂の主体は intertendinousfasciaで
あり， sagittal bandは中沼田IJで約 2mm断裂し
ているのみ Hoodには断裂を認めない

るだけで， 残りはほとんど正常.病変の主体は inter-

tendinous fasciaで約 2cmにわたり縦に裂け11.¥血して

いる(図 1).術野において腿の尺側!日i臼を確認、.Inter-

tendinous fasciaで粧を wrapするよう縫合. Hood 

* M. Morohashi， S. Sasahara， M. I-Iasegawa， K. Ibaragi: 
荘内病院~形外科(約岡市馬場町) .

中継端|却i裂部の組織所見は主として変性.術後半年完全

に機能は回復している.

症例 2. 執務rj寸左手指についたセロテープを払い落

そうとして手を振った瞬間 91指 M.P 関節部背側に

疹対H:きたし，某病院で特発性!雌脱臼の診断のもとに仲

展位でギプスj;lilA'.1ヵ月後今度は右Fを机の角からと

らせて宙に伸した!瞬間やはり中指 M.P.関節背側部に疹

痛をきたし来院.左右とも折の屈曲伸展に際して仲筋腿

尺側脱臼と整復をj!j;柿下に認める.手術所見は両側とも

症例 1とほとんど同様 hoodの中服部の断裂は約 2mm，

intertendinous fascia約 1.5cmの断裂を認める.断

裂部を少し重ね合せるようにして縫合左手 intertendi-

nous fascia 断裂部の組織所見は慢性炎症像.術後 5カ

月，症状はまったく改善されている.

考察ならびに結語

M.P. 関節レベルにおける中指伸筋鍵脱臼現象のメカ

ニズムについて

|児節リウマチで私たちがしばしば経験する本艇の病的

脱臼の発生機rrと呉なり外傷等により木脱臼をきたした

場合，これまで一般には extensorhoodの片側断裂が

原因とされてきた.最近 Tubianaは hoodの中枢{llIJに

ある独立した横ノじ腿肢を sagittalbandとl乎び，これが

仲筋腿の側方向Aの主役をはたし，その片側を切離する

と艇は反対側にl悦flすることを指摘している.ところが

私たちの症例においては 2例3腿とも sagittalbandと

忠われる線維の|断裂は，その片 1枢側でわずか 2mm ほ

どしかなく主な所見は，むしろ広範な intertendinous

fasciaの断裂にあった.しかも後者を主として修復する

ことにより治癒させることがで-きた4Ji突から，これが艇

のfHiJブJ悶定に重要な役割をはたしているのではなし、かと

想像された.そこで本脱臼発現のメカ ニズムを検討する

ために新鮮屍体4砂IJ，新鮮切断子 41YIJおよび外傷等他の

機会で，この部の手術を行なった 5例計 13例の局所機能

解音Ijを行なってみた.

中指 M.P.関節背伊[lJ1M膜の機能解剖所見

1) sagittal bandとその機能私たちの枚討したと

ころでは独立した腿肢というよりも hoodのtransverse

自ber の中枢部にある 6~8mm の織広線維で、その中枢

側は supratendinous fascia と速なっており両~llH土骨
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間筋の外側をさがって deeptransverse lig.へ連絡し

ている . 総指伸筋艇を中枢側へ 3~4 cm 01くと緊張し

腿の excursionを lockするようにみえる.この band

から総指伸筋腿を遊離すると I.P.関節の仲展が増大す

る.M.P.関節を最大屈曲した際その頂点よりわずか末

梢側へ移動しそのときの緊張が最大のようである.

2) intertendinous fasciaとその機能各指伸筋腿

下面と連絡して扇状に張っているこの腿映は各中手'自'自-

頭において sagittalbandへ一部移行し大部分は hood

の下を通って，関節鷲と looseに連絡をもちながら，

Kaplan， Tubianaの指摘する総J削l'筋艇の基節骨への

付着級車Itに移行している.一方各折問では小手骨頭部の

両側に plica状となってさがり ，骨膜に移行し残りは

sagittal bandの内壁に沿ってその大部分の線維膜は'1，]"

間筋と側副籾帯の間を通り deep transverse Iig.およ

び骨!瑛に付着するよ うである(図 2).すなわち，M.P. 

関節を背側から，包みかぶさるような形をとっている.

Tend 

図 2. M.P. 関節部における extensor tendon 

の支持直~朕

表1. 中指{中筋腿尺世~脱臼の条件 .

伊j

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Hood， sag. b.全切

〕是主
Int. t. Fasc.のみ切

Int. fasc._ 20 mm  sag. iI 
band 2~3 mm  j;/J iI 

Hood， sag. bond. Int. 
t. fasc.全切
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M.P.関節の屈曲と，伸筋l健の中沼方向牽引により緊張

する.

指イ申筋腿尺側脱臼を生じさせる条件 (表 1) 

Intertendinous fasciaを残し extensorhoodおよ

び sagittalbandの院側を全部切離して M.P.関節を

屈illlさせても仲筋腿の尺側脱臼は 1fylJも認められなかっ

た.

Intertendinous fasciaのみを 2cm艇の続側で切離

しM.P.関節を屈曲させると局麻下に行なった 3例中 2

例に，全府、下に行なった 2例中 1例に尺側偏位を認め

た.

弱くなっていた両腿膜に過緊張がか L り，特に interten-

dinous fasciaの広い断裂が生じたことによる腿脱臼と

考えられる.

結語

稀な症例と思われる中指伸筋腿の特発i生脱臼の 2例3

鍵を報告した.これまでの通念に反してこの艇の側方固

定には h∞dや sagittalbandだけでなく intertendin-

ous fasciaが重要な役割をはたしていることを駒内得

た.

Intertendinous fasciaを 2cm， sagittal bandを 質問・ 田島(新大整形外科〕

2~3mm 切離で M . P. 関節屈出1を行なうと全例とも腿 この場合 M.P.関節手;屈が起こるので swan-neck変

の尺側脱臼または亜脱臼を認める.このことは私たちの 形が起こる可能性はあるのではないか ?

症例lの局所所見とよく似ている.両者を全部切ると全例 田村(京大盤形外科〉

に腿脱臼を認める. 制jの上の物を押しこもうとして，右中指仲良筋腿の，

以上の局所解音Ijと腿膜切断t実験の検討から第 3総指伸 ulnar driftをきたした忠者で，随意的に顕著な swan-

筋胞の似IJ方固定は Tubianaのいう sag.bandと in- neck deformityを作ることがで、きたが，演者の症例 2

tertendinous fasciaの両者により行なわれ，とりわけ において特異な手指機能はみられなかった ?

後者の広範囲の断裂は{It筋!陸側βl悦臼に大きな影響を及 答:諸橋(荘内病院整形外科〉

ぼすことが理解された. 私たちの症例jでは，自動的に intrinsic( +) position 

症例は急激な指の伸展で慢性炎症と劣性のため抵抗の を呈さなかった(理論的には起こし得るが).

44. 欠
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45. らいにおける clawed自ngerの手術経験

橋爪長三*

Clawed fingerの矯正法として，しばしば用いられて

いるものに，筋力を力源として extensorapparatusの

lateral bandを牽引して P.I.P. 関節をや11展させる方

法，腿固定により同じく P.I.P.関節の伸展を企図する

もの， M.P.関節の過伸展を抑制することにより総指伸

筋を働かせる方法などがあるが，これらのうちあとの 2

a. 術 前.

b. 仲良，術後 1年 2ヵ月 .

c. Lumbrical position術後 1年 2ヵ月 .

図1. Brand法によるもの

本 C.Hashizume・長島愛生国経形外科(岡山県邑久ml邑久

町).

方法はたとえ I.P 関節が伸展できても哀の lumbrical

actlOnを得ることはむずかしく， また c1aw変形の再

発を起こしやすい.これに反して筋肉を力源とするもの

は， lumbrical action という点から考えると最も機能

的に良い成績を得ることができると思う.そこで私はら

い患者の c1awedfingerに対し Brand法(14例，

a. 術前.

b. 仲良.fA;j後 4ヵ月 .

c. Lumbrical position 術後 4ヵ月

図 2.Bunnell変法によるもの



358 巻 18・号 4 整形外科 1967年 3 月

a. 術 前

b. 仲良，術後 1J.f-7ヵ月.

c. Lumbrical position 術後 l年 7ヵ刀.

図 3. Fowler法によるもの

53折)， Bunn巴11変法 (IlWiJ， .10 J"i'i)， Fowler法 (3

例，7 jわを随行した そしてこれらのお Lよその適応

としては Brand法で、はWiI1ij拘拘iiがほとんど認められ

ず，extensor carpi radialis longus et brevisが力源

として十分に利用可能であるものに， また Bunnel1変

法は多少とも拘紛の存在する場合 plantaristendonが

欠除していたり， n， m extensor digitorum longus 

が減痕組織のため係取しがたし、場合 extensorcarp-

iradialis longusが母指対立のため使用してある場合な

どに施行し，Fowler法は拘紛がまったく存在せず exte-

nsor indicis propriusおよび extensordigiti quinti 

propriusが強く， あるいは尺'行中|縦断 11~麻痔の症例lに

施行した〈図 1~3) .

手術術式

Brand 法では extensorcarpi radialis longusある

いは extensorcarpiradialis brevisを付活ー部より切離

し， これをーたんliij腕背側rl'央付近に引出し tendon

graftを埋没縫合で述がiさせ，four tailsとなす.次に

これを皮下脂肪組織を通し， dorsal carpal ligament 

の背側から deeptransverse metacarpalligamentの

学側を通過させ extensorapparatusの枕側の lateral

bandに縫合する. この際JfH没縫合した部分は創の付近

にこないようにし， またチ関節は 50~60 0 背屈位 M.

P . 関節 60~70。屈山位で tendon graftはかなり緊張

させる. Bunnel1変法では， m sublimis tendonを付

着部より切離，これを手学よりーたんDIH¥し， 4木に裂

いて， Brand法と同様にそれぞれ機1)lIlの lateralband 

こ縫合する. Fowler法は extensorindicis proprius 

および extensordigiti quinti propriusを末梢部にて

切離し，これらを手背部に引出し，それぞれ2本に裂き，

同じようにして lateralbandに縫合する.術後3週で，

始めのうちは，特に lumbricalmovementのみ在自動的

に行なわせ，その後徐々に屈|山 ・{申展運動を加えていく

手術成績

成績判定は厳密には術商Iの状態と比較し，その改善の

程度により決定すべきであるかも知れないが，このため

にはきわめて多数の症例を必要とし，尖際には困難であ

るので， 一応 lumbricalaction， P.I.P.関節の屈曲お

よびfljl)艮などの 3つのlXから考え，成総の良好のものよ

り，お Lよそ A，B，C，D の4段階に分けた.症例は術

後 4カ月より 2年 2カ月 までで，その成総は， Brand法

では lumbricalactionの Aおよび Bに入れられたも

のは示折で 12指中 9j行何百で 1.q行中 12折，J>>指で

14指'j-'11 :ti'i，小指で 13指9'10 指であり， また屈出lで、

はほとんど大部分が A および Bに人れられ， fljl展は，

lumbrical actionとほ工同係である.また Bunnel1変

法では lumbricalactionで Aおよび Bに入れられた

ものはほとんど大部分であるが，屈Illlでは Bがや L多

い.仲良は Aおよび Bに合まれるものは lumbrical

action とほ工同じであるが，環指および小指では Bお

よびCがや L多い Fowler法では少数。IJであるが，移

行!腿を採取した示折および小指よりもrl'Ji'i， 環指のほう

が成紛が良いようである さらに，指の機能から考える

と，これら 3つの運動すべてを満足しなければならない

ので，最終成紙判定基司1;を lumbricalaction，屈曲およ

びfrj1.11Aのすべてが Aに屈していれば優，このうちどれか

がBであれば良，同じく Cがあれば可 Dがあれば不可
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ろ，良いm動性と牽引力を得る ことができた.このよう

にすれば強い拘縮さえなければ，大部分に良い伸展と屈

曲， さらに lumbrical action をも得る ことができょ

う.次に Bunnell変法では，手術手技が容易であり ，

c1awed 五nger の矯正力もかなり強く，良い伸展と，

lumbrical actionが得られるが，第3浅JR屈筋を使用

しているのでときとともに中指の D.I.P.関節の屈曲を

きたしやすく，またときには M.P関節を屈曲しなけれ

ば P.I.P.関節を屈山できないような，いわゆる"int-

rinsic plus"の latentformともいうべき状態を現出

する ことがある.また屈r1l1に関しても Brand法にその

成績が劣るようである Fowler 法では， extensor 

indicis propriusおよび extensordigiti quinti pro-

priusを切離するので，示折， 小指の M.P.関節の伸展

力がどうしても減弱しがちであり ，矯正力も弱く，前 2

方法に比べて適応、例が少なく， らい性麻痔では尺骨神経

麻痔に限るほうが良いと思う .

題演般

と定めたところ， Brand法では優および良に含まれる

ものが示指で 12指中 9指，中指およびJ3;!指で 14指中 11

指，小指で 13m中9指，また Bunnell変法では示指よ

り小指まで，それぞれ 10指中9析が優および良に入れら

れた.

考察ならびに結論

らいにおいては低位正中 ・尺骨神経麻痔が大部分で、あ

るが，たとえ菌陰性者であっても leprareactionを

起こして高位麻痔に進行することも，ときには認められ

る.それゆえ移植腿や力源とする筋を選ぶ際には，この

ことにも考慮を払う必要がある.この点 Brand法では

手関節の運動にはまったく影響を認めないので最もこの

ましい また初め移植l挺を dorsalcarpal ligamentの

下を通したところ，癒着のため lateralbandまで十分

に葦引力が及んでいないと推定される症例がし、くつかあ

ったので，前述のように extensorcarpi radialis lon-

gus と tendongraft との縫合部に注意、し， dorsal 

carpal ligament の背側を通過させるようにしたとこ

らい性麻埠手における鷲指の機能再建術術式の比較46. 

多い(図 1)

それらの手術成絞は， 各指の伸展状況 intrinsic

function (1umbrical movem巴nt または lumbrical

action ともいい， 指の屈{rllにのみ関係した intrinsic

functionを指す〉を主制!とし， 術後発生した変形，機

能的マイナスを副とし，これに術前症状を加味して，優，

良，可， 不可の4段階に分けて判定する.不可は不変ま

たは改恋を意味する.結果は表 lのごとくであ り， いず

れの方法においても手術の適応に誤りがなければ，比較

的良好な結果を得る.

Riordanの腿固定術は， extrinsicの筋力が弱く拘紡

の少ない 2例に対して施行される.表 2のごとく術後各

指のや11展は比較的良好であるが，ときとともに多少鷲指

へもどる傾向がある.Intrinsic functionの復元はまっ

たくみられない. しかし 1症例はこの手術後 pinchに

際し力がはいる ようになったという ことである.

Fowler法は 5例に施行される.Riordan法と同様，

比較的 extrinsicの筋力が弱く，拘絡も少なく ，固有指

ネ谷*音s

昭38年以後，長島愛生国，駿河療養所等において，ら

い性低位正中 ・尺竹神経麻痩手33171]， 131本の鷲指に対

し機能再建術を施行し，主な術式による成績を比佼検討

したので‘報告する.

術式は Riordanの舵悶定術 Fowlerの腿移行術，

Bunnell変法， Brand旧法ならびに新法てあり ，その

手術例数は表 iのごとく Bunnell変法， Brand旧法が

矢
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手術成績〈総合判定).

優 | 良 | 可
(A) (B) I (C) 

Riordan法 o 2 

Fowler法 o 3 

Bunnell変法 1 3 I 7 

Brand旧法 1 4 1 5 

Brand新法 I 2 I 0 

表1.
--1 

式術

33 3 4 17 

* Y. Yabe: !慶応大学絵形外科.

9 計
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Riordan ;去

8rand旧法 8rand 華正法;

図1. 鷲指矯正手術法

1r11筋の機能分離が十分である症例に適応する.しかし 2

例においては小指の固有仲筋腿が非常に細く，ためにそ

のま与小指へ移行し， 他指へは示指のそれを 3つに裂い

て移行しである.術後各指の伸展は，比較的良好である

が，示 ・小指，特に小指の M.P.関節のやjl展不全をきた

すことが多い.Intrinsic functionは術後の再教育が困

難であるためか， 5 f日jともほとんど復元し得ない.

Bunnell変法は主に P.I.P.関節の拘紛のある症例に

対して止むをえず適応したものが多い.力源筋は全例中

指の浅指屈筋を使用する.術後各指のや11展は術前におけ

る P.I.P.関節の拘紙iの程度に応じて種々 であるが， と

きとともにその拘縮は多少緩解する傾向がある .Intrin司

sic functionは例外なく復元されるが，むしろ強すぎる

傾向があり， P.I.P. 関節に拘縮のない浅借屈筋切除指

において swanneck変形を起こした 3症例がある.な

お各指の最大Jff!曲が多少制限されることがある.前腕部

で骨間膜を穿ち， こ与から前腕背側へ出す Boyes式走

行をとって lateralbandへ縫着した 2例がある.各指

の屈曲ffjlj限もなくその他の結果も良好であるが，手技が

多少複雑となる.

Brandは 15例で，そのうち 13例が旧法である.初期

においては，長悦側手線伸筋艇と係筋l縫(移植腿〉との

縫合を手術の最終段階に行なったが， Brand式)協縫合

市Nを習得してからは，まずとの部の縫合をさきに行ない，

手術の最終段階として lateralbandへ縫着するように

なり ，術後成績も良好となる.症例 8まで、は前者の縫合

法であり ，症例9以後は後者による.後WIにおいては比較

的拘縮の少ない症例に適応させている理由もあるが，指

の伸展も intrinsicfunctionも非常にすぐれている .症

例7は再手術によって長僚側手根仲筋鍵と移植腿との縫

合部をたしかめているが，初期縫合法における この部の

癒着が，術後成績を不良ならしめた主因であると考える.

Brand新法は旧法とその走行が呉なる.t東側から百ij

腕学:側へめぐり，手根管内を通して各指 lateralband 

へ縫着する.2例に試みたがともに判定は優である.特

に intrinsicfunctionは旧法よりまさり ，Bunnell変

法に匹適する.Swan neck変形も指の屈曲制限もきた

さない.

全症例に関して停止部は主に各指の悦iJ¥lllateralband 

に求めたが，5例においては示指のみ尺側に求めている .

4指とも能側へ停止した場合に起こる各指の協似11偏位は

存するも一般に箸切ではなく，これに関し特に訴えをも

っ患者はし、ない.示指尺側の lateralbandへ停止する

ことにより これを防ぎ得るが，示 ・中指間が密着するこ

とによって向指間に汗箔状白鮮をきたした症例がある.

なお示指はこれにより内転し，かっ程度回外するが，母

指との pinchに際しての有効度に闘し， 明らかな差は

認められない.

総括ならびに考察

拘縮のない鷲指矯正術の機能的予後は Brand法が最

もすぐれており ， 特に新法は intrinsicfunction上倍

加される.しかしながら拘縮を伴う鷲指にこれを適応す

ることは望ましくない .Bunnell変法がより良い適応と

なるが，争t.Tf狗の機能訓練によってでき得る限り 拘紛を除

去しておくことはいうまでもない 拘紛のない鷲指に対

して Bunnell変法を行なうことは， 浅指屈筋阪t切除指

の swanneck変形をきたすゆえ，またこのましくない

Fowler法ならびに腿国定術，t.，一般に extnnslcの筋

力が弱く，また拘絡もなく，前述の力跡、筋が使用 し得な

い場合において適応すべきである.しかしともに機能的

予後は Brand法， Bunnll変法に比して劣る.

鷲J旨矯正術の効具とは形態上はもちろん，機能上援り動

作の機能的改善 (intrinsicfunction)のみならず，変

形， 拘縮の矯正予防， 指尖 I.P.関節背側， M.P.関

節学;側等突出部における潰湯形成予防 finger-crease

(特に P.I.P.関節学側〉における rhagades形成およ

びこれに続発する腿鞘炎の予防，指はじきカの増強等に
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認められ，さ らに母指対立機能再建術後における強いピ

ンチ力と良好なピンチ位確保のために対向指で、ある鷲指

の機能再建術は欠かすことができない.なおらい性麻坪

手における鷲指機能再往術は母指対立手術の前に行なう

べきであると考える.なお症例も少なく，調査の期間も

短いが，続けての考察を加えていきたい.

質問 :作下(広大技形外科〕

ご発友まったく同感である.なお私は，以前 tendesis

法について述べたが，これはカiJh(が得られる場合には行

なうべきでなく，特にらいのように拘縮の強い症例には

行なうべきでない.力源のない，しかも関節拘縮のない

症例のみが適応と考える.次に矢部氏に対し， Brand 

法の利点はなにか.Four taiIsの縫合の手段について質

問

消水(東大盤形外科〉

Necrosisになった筋の切除，あるいは releaseope 

等のH寺j羽は発症後いつごろが適当であろうか? 文献的

にはできるだけ，早くせょとし、う人と 2年ぐらいは PT

等を行ない症状固定をまってせよという人と分れてい

る.

答:矢部(慶大整形外科〉

1) Brand 新法は intrinsicfunction上，旧法より

すぐれている.

2) Ext. c. n.1. と plantaristendonとの縫合は，

過去は手術の最終段階に行なっていたが，現在は手術の

途中で行ない，最終段階として IateraIbandへ縫着し

ている.その際，各指への移行腿の tensionを同じよう

にすることが大切である.

お知らせ

世界の整形外科 1967年

1. 本文 13病 B5版 111頁

執 筆者 小谷 勉，水野祥太郎，諸富武文，玉井達二，

七川歓次，小林 品，村地俊二，武智秀夫，

伊藤忠厚，鈴木一太，原 武郎3 科目正虎，

田 島達 也，児 玉 俊 夫

2. 海外出張者，来日外人名簿 B5判 39頁

過去年間の全員をもうらしてある.

残部がまだ少しありますので，希望者には 500円(送料共〉

でお分けします.平日に下記にお申込み下さい.

日目和 42 年 2 月

日本整形外科学会 国際連絡委只会臨時委員長

岡山大学整形外科教室 児玉俊夫
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47. 母指内転拘縮について

李完圭 松永仁 井本宮郎*

7三の外科における母指内転拘縮とし、う問題は，母指が

占める機能のうえで，非常に大IJj:て、ある.

我々は最近外傷後発生した母m内転拘縮 2例を経験し

たので，ご報告rj1しあげると同時に，その治療方主!と発

生機転について考察を試みたい.

症例1. 35才，男，教員.

昭 37，6， 15日交通事故にて左手|河節 ・骨盤 ・短'IJ骨

折を起こし，某院でギプス固定等，整形外科的なしかる

べき治療を受けたが，約 1ヵ月後ギプスをはずしたとき

には母指内転拘縮{立に気づき，患者(1身非常に不便を感

じていた.

昭 38，11， 25 R，電気鋸による外傷にて佼j友病院を

受診するまで放置， 1立ちに左中 ・環 ・小指1l'折に対する

処置を施し，これはよく治療されたが，左母指内転拘縮

による手の機能障害のため，昭 39，6， 8日，入院.

入院時，母指は示指の堂側で，ほ r重なる状態に，内

転拘縮を起こし， B;1-小J旨の遠位指関節はそれぞれの街

骨骨折による軽度のJmltb拘縮を起こしているが，これら

の指は，機能上からはまったく支障がない.手関節はほ

x正常の可動i生が保っている.

機能を喪失した母指を再建する目的で，昭 39，6， 18 

日手術を施行.全身麻酔のもとに， thumb webに背掌

側とも皮切を入れ，皮下組織から深部筋，特に母J旨内転

1¥JH洋と interosseadorsalisに至るまで，固いj臨機の級

車!E様変化 (fibrouschange)を起こしているのをたしか

め，これらを完全に切離することによって母指内転拘縮

位から満足されるべき母指外転を派ねた radiopalmar

positionまでもってゆけたので，この指位で第 1rr手骨

挽仰lから第2中手'11・に 2本のキノレシュナー鋼線で固定，

母指みずかき (thumbweb)皮h可欠損は， 背似IJでは一

部回転槌皮を兼ねて腹部から有茎植皮をした.

2ヵ月後鋼線政去， redression.massage開始，術後

約 6ヵ月から日常生前にほとんど不自由なく 1年半の

現在では機能的な手としてなんでもできるまで改善され

た.

症例 2. 20.-1"，男 白動車整備員.

ホK.Ri・東京大学整形外科;M. Matsunaga:大宮赤十字病

院整形外科〈与野市上落合):T. Imoto:佼成病院整形外
科(東京都中野区本!1!l1通).

昭 40，4， 25日，交通'Jj:放にて左前腕と左手を受傷，

早速:!*急救病院で，全身麻酔のもとに手関節脱臼と尺骨

骨折の非観血的整復術を受け，ギプス固定.2ヵ月後の

6月 25 日，ギプスを除去したとき，初めて手の変形に

気づいたので昭 40，7， 6日，大宮赤十宇病院整形外科

を受診.

初診時所見としては，ほJH内転拘縮強く，他の指は法

関節でー屈[I1J位をかねた ulnardeviation が日立つ変形

にて x線{象では尺竹骨折と非常'に珍しい第 2carpo' 

metacarpal jointの掌{llIJI悦ιlを認めた

長期間によるギフ.ス回定で， disused atrophyを伴っ

た各手指関節の拘絡は認められたものの，ほ指を除く各

指筋l健l作は functionalhandとしての機能性は保って

いたので，母指内転拘縮による機能障害を重視し，その

再建手術を|沼 40，8， 6 n版行した.

手術方法およびその所見は，症例 1とほとんど同様で

あるが，主な変化の組織学的所見は 日brosisとWatson.

Jonesがし、う muscle.seq uestru mが見られる.術後 "10

日で、キノレシュナー銅線技去し，直ちに redression.mass-

ageと口動運動練習を|荊始，約半年経過した現在で‘は，

職業である白動車整u11iの仕事が受傷前とあまりかわらな

い程度にまでできるようになった.

た X母J旨を指間関節で屈曲位をとらしめたのは，他の

4指が術後もかなりの程度になお ulnardeviation が

残っていることに留意し，整備の仕事に最も使利な指{立

にならしめた理由による.

考察

手の機能上母指が占める役割は特に重要なものといえ

よう .

鞍状の基関節形態， IJt行を安定せしめるための複雑な

intrinsic musculature， それに幅の広いほ ・示指聞の

みずかき機構等の解音Ij学的な見地から母指の機能を考え

てみても， 1 ) 掌~llJ内外転， 2)伸展外転， 3)周曲内転，

4)回転といったほとんど各方向に， かつ広範問にその

運動性を保持することが母指の特徴である.

このような母指の機能解古Ij学的な立場から母恨の機能

が喪失することはしばしばあり得ることで，この中でも

不良指{立による内i去拘鮒変形は発生しやすく，手の

pinch， graspが不能であるだけに， その再建改善もは
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なはだむずかしい.

まず母指の内転拘縮変形をもたすものとしては， 1) 

intrinsic musclesの阻血性変化， 2)不適合な皮膚，

3) Dupuytrenの拘縮， 4)神経麻痩， 5)局所損傷，

6) 感染化tl~t 7)先天性変形等が考えられるが，こ Lで

はl時間の関係上，局所損傷，特に局所組織の阻血性変化

からJ白米する母指|付転拘縮と L、う問題にしぼりたい.

Watson-Jones は，阻血性拘縮を起こしî~} る原因とし

て， a)動脈の contusion， b) traumatic arterial 

spasm， c) thrombosis， d) embolism， e) perforation， 

f) rupture， g) traumatic aneurism， h) arteriove-

nous fistula， i)そのほか血行隙:与をきたす外傷等をあ

げていながら， 非常に軽症な場合は拘縮が限局化され

て 1または 2指にのみ阻血性拘縮が起こり料るといっ

ている.

Bunnell も“手における局所的な阻血性拘縮"とい

う問題にふれており ， この概念のもとに第 4回本学会で

丸毛らが|浪局性阻血性拘縮の経験について述べている.

Littlerは母指内転拘縮変形の重要性をt注調し， 原因

としては直達外傷または深部組織の阻血性線維化によっ

て起こり得るもので，不注意と長期間のギプス包帯固定

の結果 carpometacarpaljointの はiffneesと cut-

aneous web， fascia， interosseous musculatureの

contractureを招き，手と前腕の圧迫 (strangulation)

は指の浮腫，疹痛，皮膚の圧迫壊死，reflex dystrophy， 

終局には 五brosis と固定化された拘縮を生じせしめる

ことになると述べている.

また Howardは母mみずかき拘縮がfI):指機能喪失の

主たる原因と考え，母指みずかきの primarycontrac-

tureの中に阻血性拘縮を入れている

我々の症例では，いずれも遠隔部位の'丹折治療のため

にギプス固定後母指内転拘縮が起こり得たというところ

に問題があり ， 母指の不良指位と固定による血行障害

が 1次的な主役を演じたことには間違いないが，この

血行障害が起こりやすい状態にある， 11ft骨動WRの解剖学

的な位置走向と，この動脈血のみに支配される母指の機

能解剖l学的な特徴から，母指のみずかきを構成している

皮府，皮下組織，筋および筋膜と，闘節裂のいずれかに

1次的な変化があっても 2次的な変化がその周辺組織

に波及し，容易に内転拘縮を起こすものと考える.

治療方針としては，その症例に応じて，他指の状態も

考慮に入れ， 手の最も大事な機能としての pinch と

graspができるよう radiopalmar position tこもって

ゆくべきであるが，このためには，母指をとりまく軟部

組織を第 1手根中手関節繋まで切開し，第 1中手骨に付

着している変性した組織を完全に切離し機能的指{立にて

第 1中手骨から第 2中手骨にキノレシュナー銅線で固定，

皮下組織の十分についている厚目の腹部皮府で余裕をも

たせ，有茎1直)5<:すべきであろう.

48- V olkmann拘縮の治療と成績

津下健哉*

過去 10年間に作療したホノレクマン拘締症例は 36例

であり，これに|浪局型 11(:タ;IJを加え計 47例について予

後調査を行なったので与その結果について報告する.

症例は男 30伊J，女 17(ナ;1]で平均観察知j聞は 3年 2ヵ

月である.

さて，ホノレクマン拘縮はその筋の変性程度より 3型に

分類することができると考える.すなわち第 1度は図 l

のaに示したごとく ，主として深街屈筋のみがおかされ

る軽症例1]，第 2度は深指屈筋のほかに長舟指屈筋，囲内

円筋が変性に陥るのに対し，浅庖筋群l主比較的正常に保

本 K.Tsuge (教授〕・広島大学整形外科

たれる中等度障害仰J，それに深府筋はもちろん，浅層筋

もすべて変性に陥り，また上)院院竹見方とか，伸筋群にも

多少の障害を認める第 3度，すなわち重症例の 3型であ

る.この分類よりみると第 1度 15例，第 2度9伊1]，第

3度 12例となり ，第 11支の中には以前私がホノレFマン

拘縮5亀裂例として報告したものも含めた.

第 1度拘縮 11例についてみると，原因としては肘部

または前腕部の骨折のほかに打撲，i坐創それに注射とか

術中輸血などが含まれており ，知覚障害は神経損傷を合

併したもの以外はこれを認めないのが普通である.手術

としては筋切離とか，大部分の症例には releaseope-
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rationが行なわれた. そして 1例を除きすべての症例 表1. 分類と成績.
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に良結果を得ることができた.

なお私は成績判定において，良，可，不可の 3つの表

現を用い，優は疾患の性質上使用しないこととした.筋

c . ?，t'13没:

図 1. Volkmann拘縮の分類と筋の変性

切離は前腕掌側の波状切開により行なわれるが，release 

operationは肘関節上部から内穎部を回り尺骨に沿う L

字型切聞により尺什 ・正中神経を分離したのち屈筋の内

穎付着部を切離，次で‘尺骨を骨膜下に剥離し，必要なれ

ばi'T間膜よりも分離して屈筋を一塊として末梢側に前進

せしめる ことにより拘縮を除去する.なお私は 1例にお

いて囲内円筋拘縮による前腕の外旋障害例を経験したが

囲内円筋の切除と骨間膜の切離，また挽骨骨頭の剥出fEに

より回旋運動を改善せしめた 1fylJを経験した.

第2度拘縮の 9f7Uについてみると原因としては瀬上骨

折が大部分を占め知覚障害も 1例を除いて全例にこれを

認めることができた.

神経障害は尺什神経領域よりも正中神経領戚に著明な

のが普通である.手術としては壊死に陥った深層屈筋を

切除した後に腔移行術がしばしば利用され，症例によっ

ては母指の対立位固定も合併された.腿移行の力源とし

ては浅層筋である浅指屈筋，また手根屈筋が用いられ，

稀に手根伸筋も利用された.

術後成績としては良 4例，可 4例，不可 1例である.

神経障害は変性筋による絞犯と ischemiaにより 2次的

分類

第 1度拘縮

第2度拘縮

第3度拘縮

限局型

47 

男 :女

7:8 

3: 6 

11 : 1 

9:2 

男30

女17

註 ・鏡察期間 平均 3年 2ヵ月 .

1 

|平ド1-2

に発生するものであるが康死筋切除に際しては十分これ

ら神経を剥離する必要がある.術後の知覚回復状況は良

5，や L良4となり不可は 1例もない.

第 3度拘縮の 12例についてみると原因は骨折のほか

睡眠剤による失神後に発生した 2例も含まれている.知

覚障害は経過の長い 2~3 の症例lを除き，ほかはすべて

著明であった.手術としては手関節固定術とか母指の対

立位固定術のほか壊死íIJí切除後に阪~固定術を行なったも

のが 4例含まれている.

腿移行を行なったものが 3例あるが，結果はすべて不

良であった.知覚回復で良結果を得たものは 1例のみで

他はや与良，不変のものが大部分であった.成績として

は良は 1f7iJもなく，可 8例，不可4例となっている.筋

の壊死範囲が広く，しかも拘縮の著明な第 3度症例にお

いては良成績を期待することはきわめて困難といってよ

い.さて，第3度拘縮に対する腿移行の成績不良なこと

はさきにも述べたが最近我々は腿固定によって多少でも

機能の再建が得られればと考えている.すなわち壊死筋

をすべて切除したのち屈筋腿を一束として境骨1"末端の骨

皮質内に国定するものて‘同時に母指の対立位固定が合併

される.もちろん本手術は手根伸筋の力が強いことが必

要であり，また諸関節の拘縮は機能的予後を大きく左右

するので，あまり|凍旧例は適応とならないと考える.

次に Bunnellの限局型拘縮例 11例を経験した.原因

は前腕，手の挫創が大部分を占め，特殊例として腕神経

叢麻痔を合併したもの，また心臓手術に発生したものが

含まれている.知覚障害はみないのが普通である.治療

法としては strippingoperation と intrinsicmusc1es 

の切離の 2つが述べられているが，一般に前者では十分

な矯正は得られず intrinsicmusc1esの切離が必要とな

る. それも Litt1erの releaseoperation のごときも

のでなく intrinsicmusc1esの鍵膜移行部を全切離す



366 巻 18・号 4 整形外科 1967年 3 月

ることが必要であり， また M.P.関節等;側関節裂の切

離の必要なことがしばしばである.母指の内転拘縮に対

しては内転筋の切離とか骨問筋の剥雌，それに母指球筋

の起始部の切離および C.M.関節霊耳切除術などが必要と

なる.また症例によっては母 ・示折間に有茎値I支が必要

であったり，母J旨の対立位固定が行なわれなければなら

ない症例も少なく ない.我々 の|浪局型拘縮 11例の成績

は strippingoperationを行なった 1砂IJを除き他はほ X

満足すべき結果を得ることがで-きた.

なお拘紛は常に全指に起こるとは限らず，母指のみ，

また尺sllJの 2，3指のみに限局して起こることもある

が，それぞれに応じた処置により良結果が得られるはず

である.

以上過去 10年間に経験した 47例のホノレクマン拘織

の予後を調査し 2~3 の考察を試みたが，

1) 第 1度拘縮は releaseoperationによ って良結果

が得られる.

2) 限局型ホノレクマン拘縮は intrinsicmuscles の

切離により満足すべき結果が得られる.

3) 第 2度拘締と第3度拘*fiiの治療はきわめて困難で

あるが，前者に対しては舵移行術が，後者に対しては症

例jにより関節固定また腿固定術が行なわれてよいであろ

う.

なお私はtn2度拘縮に対しでも最近， release opera-

tionの拡大を考慮している.

49. 事務機械化作業員の上肢における障害について

皿 井 進 柴田常仁 月 山 昌夫 堀正剛 安藤紘 一

工 藤ツ ヤ 松本忠雄 小原佐三郎 加 藤泰弘 田 島 明*

近年~EL子工学の著しい発達により諸極の産業は次第に

合理化されている.事務作業においても機械化がす与

み，木邦に屯子計'ti機等が導入されてすでに十数年にも

なり，その普及は目ざましいものがある.しかしそれと

ともにし、わゆる keypuncherに職業性とも考えられる

疹痛性障害が続発し，労働衛生上および労働管理上にも

問題を提議している.

今回:Ik製鋼工場における keypuncherを合めた 72

名の機械化作業員について検診する機会を得たので報告

する.

調査対象ならびに事項

調査対象は男子 6名，女子 66名， 計 72名であり，

その平均年令は 21才で，実働時聞は平均 3f1~主間半であ

る . 職種は~11子計算機の 26 名をはじめ，テレタイ プ 9

名，カナタイ プ 17 名，英文タイプ 8 名，会~ I 機 4 名，和

文タイ プ8名の 5種である.調査内容はアンケート によ

る愁訴，臨床的所見，寒冷刺戟試験，パンチ負荷試験，

ergogram，パンチ前後の plasmin系の変動について

検査を行なし、，さらに眼科的，耳鼻的検査を行なった.

本 S.Sarai， T. Shibata， M. Tsukiyama， M. Hori， K. 
And凸， T. KlIdo， T. Matsumoto， S. Ohara: 大同病院

〈名古屋市南区白水町); Y. Kat凸.A. Tajima: 名古屋市

立大学盤形外科.

結果

整形外科的怒訴:愁訴の種類は手指の疹痛，こわばり

表 1. Ergogram と愁訴.

定「|Ai B i C14E 
疲労 |普通 l早い |遅し |早い

回復 |普通 |早い |遅い |遅い
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および M-Rの指数が増すとともに有愁訴者の割合が増

す傾向があり，特に精神的要因を代表する M-Rの指数

が無愁訴群に比して，実質的にも増加することは愁訴が

精神的要因を含んでいることを示している.

寒冷刺戟試験:吉村の寒冷血管反応測定法に準じ，右

中指を OoC の氷水中に根本まで 15分間入水し，

入水中および出水後の右中指皮府温の変化を測定し

7こ.

有愁訴群は寒冷時平均皮膚温ならびに血管反応皮

膚温の平均値は無愁訴群より低い.これは有愁訴群

は他の群に比して血管反応が低下していることを推

定される.

パンチ負荷試験:前の実験と同じく，右第 3指中

節にサーミスターをつけ，パンチ 30分間行なわし

め，皮膚温の変動を測定した.多くの症例において

はパンチ開始後皮膚湿は一時低下し，次いで上昇し

てくるが，中にはまったく回復してこないものがあ

り，皮膚湿の経過を 1表のごとく 3型に分けた.無

愁訴群は回復のよいA型が多いのに比べて，有愁、訴

群は回復の悪いC群に多数占めている.

Ergogram : 30分間のパンチ負荷試験前後の Mosso

の指 ergogramを行ない，疲労回復曲線より疲労が遅

く， 回復が早いのを A群として以下図 2のごとく分類

し，評価を行なった.
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ならびに肩こり等が主でいわゆる myalgisches Syn-

drom様の愁訴である.発現部位は表 1のごとく手指

特に第3指を中心として第2指より第4指に頻発してい

る.次いで肩関節，前腕に多くみられ，いずれも右側に

多発している(図 1).
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の
他
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の
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図 2. パンチテストと愁訴.
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作業前では両群との問に差異はみられないが，作業 30

分後には無愁訴群はむしろ改善を示しているのに反し，

有愁訴群は明らかに作業前に比べ疲労が速く，回復が低

下している.次いで 18才末満と 25才以上の ergo-

gramを比較すると， 18才末満群が作業後むしろ改善

するのに反し， 25才群が悪化しているのはパンチ作業

の年令的限界が推定される.

Plasmin: 30分間のパンチ負荷前後における肘静脈

より採血せる穆酸加血祭の Eug溶解時間法では無愁訴

愁訴の発生は五島の報告と同じく作業従事後 3ヵ月ご

ろ肩こり，項部緊張感がまず現われ，その後一時発生率

は減少するが 1 年半より 2~3 年にかけて手指の疹痛

を主とする愁訴が多く発生する. 1日における愁訴の発

現は作業時に発生することが多いが，作業終了後もなお

消失せず翌朝まで続いている例もあることは注目に値す

る.職種による愁訴の発生率は電子計算機従事者が65%

と他の群よりもや L多くみられる.

他覚的所見:多数の主主訴にもか与わらず所見を有する

ものはわずか 10名にすぎず， Tinel's sign 陽性を示

したものは 2名 3関節僧帽筋および肩甲 ・糠上筋に圧

痛を認めたもの 4例 6関節，肘関節屈側，特に腕憐骨1(1)

に圧痛を認めたもの4例 7IXJ節であった.原因としては

j陳旧性尺骨茎状突起骨折，両側の Madelung変形 1名

ずって‘あった.しかし愁訴の多い手指においては腿鞠炎

等の他党的所見を認めたものは五島の報告と異なり 1砂1)

もなかった.これも 1日実働時間約3時間半であり ，他

の時聞は一般事務とし、う混合作業をしているために器質

的変化を起こすまでに至っていないためと考えられる.

Krapelinおよび CMI:愁訴の発生に及ほ.す精神的な

要因について検討するために Kr孟pelinおよび CMIを

行なった.Krapelinと愁訴の関係は有怒訴者に変調群

が多く，作業適性に puncher個人の性格が関与するも

のと考えられる. CMIと愁訴との関係については CIJ

主主訴部位別発生頻度.図1.

A'm 刑主A
 

無慾訴官手

619リ
18.8% 

91列
28.1 % 

171刈
53.1% 
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群が他の群に比べて短縮しており ，また Eug+SKは標

準平仮では明らかに減少を示している.しかし加熱平板

ではほとんど変化はみられない.すなわち1!~，怒訴群にお

いてはパンチ 30分後においては plasminの自然、活性

の治加 proactivatorの減少がみられる これに対し

有怒訴群においてはほとんど変化がみられない.

次にパンチ負荷時における皮府湿の経過と plasmin

系との関係をみると，A群は機械的振動刺戟により血管

が一時収縮し，次いで拡張が直ちに起こり皮府湿の低下

がほとんどみられなく，副交感神経緊張型と初、すべきも

のであり， Eugの溶解時間の短縮および Eug+SKの

紋準平板上の溶解面積の減少を認めた. C 訴は血管の収

縮が長くあれ、て拡張がほとんど起こらず，皮脂'温の回復

がおくれており，交感神経緊張型と称すべきもので，

Eug 溶解fI~j 問の延長， Eug+SKの溶解面積の上科大傾向

を認めた

考察

Key-puncherには主主訴の発生がはなはだ高率である.

しかしながら臨床的に切らかな附合が認められる場合

l土，愁訴の発生率とは逆にはなはだ少ない.しかもその

愁訴は作業そのものに起因したものとするには特異性が

少ないといわれている.

我々の調査において CRPおよび Kはpelinの結果よ

り精神的要因が大である ことを認めたが，寒冷試験，パ

ンチ負荷試験および ergogram等により ，ヰT愁訴群およ

び有所見群においては未柏、血管運動神経系に障害を認め

るものがかなりあった. ごく最近三原は切らかに pun-

cher障害と称すべきものがあると報告しているが， 我

々の調査対象では 1日平均3時間半の実働で，他の時間

は一般作業とし、う混合作業であり，穿孔機もタ イプライ

ターと同 じような打ちかたをするジャ ークコンピタイパ

ー，または沖タイパーであるため三原がいうごとき者切

な所見は認められなかったと思われる.

パンチ負荷と plasmin 系の変動との関係について

は， パγチの刺戟により手指の毛細血管の反応が起こ

り， endothelより streptokinase様の activatorが

遊出し，血液の plasmin活性を増大させ，血管壁の透

過性を上村加，さらに皮府組の上昇を促進するものと思わ

れる. Proactivatorの減少は短時間に plasmin活性に

より消伐され，減少したためと推定されるが，白1同IJ経

系特に木材j血管運動神経機能との関係についてさらに検

索を行ないたい.

結語

Key-puncherを含めた機械化作業員の愁訴は著明で

あるが，器質的変化を呈するものはきわめて少なく精神

的な要因を考応、する必要があり，特に作業適性に関して

は個人の性格が関与している.これら精神的要因に末柏、

血管辺動神経性の障害が加わり怒訴をきたすもので，こ

れがさらに進行して臨床的他党症状を呈するに至ると思

われる.

したがってこれら key-puncher等の機械化事務作業

員の作業適性について CMI，Kr匂巴lin等の精神状態お

よび性格等の適性検査ならびにパンチ負荷試験あるいは

ergogram等の特殊検診を行なし、，も って発症素質者の

発見および発症予防を行なう必要がある.

質 問:小谷(大阪市大整形外科〕

1) いろいろと基礎的検査を行なっておられるが，こ

れらの検査結果から適性をきめることができるか.

2) 実際にこの適性を利用されておられるか.

答:柴田(大同病院〉

1) 諸径の検査を行なったが， これらの総合的結果よ

り適性をきめることが可能と思う .

2) 現在の段附では採用時 !lレッベ リンとCMIを

行なっているのみで，今後は発ぷーした諸検査を適用する

予定である.
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50. 当工場手指切断者の統計的観察ならびに就労内容に・ついて

五島伸幸 加川 渉*

昭 -10年各に行なった当工場従業員の定期検診で判明

した外傷性手指切断者は 161名であって， これは全従

業員の約 0.8%を占める. この手指切Iffr者の実態をま日

ることは，労務者の衛生管理，または業務復帰に関連し

てきわめて重要であり，我ノ々はこれをアンケ ートで 121

名の統計的観察を行ない，合せてその就労内容について

検討した.

切断者 121名lド，業務上受傷者は 98名で 81% に相

当し，業務外の私{gは 23名であった. 全掠例 121名

と業務上受傷者 98名の切断J旨数はそれぞれ 166指，

1-10指であり，切断指の左右5}11の割合はし、ずれも左側に

高率で， ともに 57%であった.さらに切断指の指別分

類によれば，全症例中左示指，中JRが多く，右示指，rl寸

指がそれに次ぐ.受傷後現在に至るまでの経過年数は，

最短7ヵ月から 39年間までに及び 10年以上経って

いるものが過半数で 5年以上経過しているものを含

めると 77% にも及ぶ.受傷時年令は 10才代後半が最

も高率であり， それに次いで 20才代前半となってお

り，業務外受傷者は 10才までに特に多い.業務上受傷

者のうち， 当工場で受傷したものは 53名で， 他の 45

名は当工場従業員になる以前に切断していたものであ

る.受傷原因では，機械にはさまれたもの，プレスで圧

挫されたものが多く，工場労務者の労務災害原因として

の共通点をみることができる.これら受傷原因に共通し

ていることは，正常作業の動作より異なった動作になっ

た際に事故が起こりやすしそのうえ作業内容に未熟で

あったことも誘因と考えられる.受傷時刻の判明した 91

名について，時間による事故発生頻度をみると，午前 10

時から正午にかけてが最も多く，作業による疲労ないし

は注意力の低下と関連していると思われる.当工場が一

応オートメーションシステムを取り入れた昭 35年を境

として，それ以後は事故発生の低下を認めるが， これは

また業務災害防止対策の効果も無視できない.受傷者の

切断指数では， 1指のみが最多で 91名 2指切断は 21

名， 3 J首切断は 5名 4指切断i3名で，両飢11手指切断者

は l名にすぎない.受傷後切断処置を受けた手指の欠損

状態(表 1)をみると，末節指骨が最多であり ，それに次

本 N.Gotδ， W. Kagawa・東洋工業附属病院整形外科 (広島
県安芸郡府中町).
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いで遠位指閑弓部離断者，近位指関節部離断者と続く.

中iliH旨骨，基節指骨の残っているのは 16指であった.

治療期間を切断部位別に平均して出し(表 2)，受i毎年代

を3つに分けて比較してみた. 1指のみの損傷では 1ヵ

月から 2ヵ月までが多いが，部位別，受{毎年代別にみて

ほとんど有君、の差を認めなかった.受傷後就業までに要

したj羽聞は，お Lよそ平均治療日数と一致して 2ヵ月ま

で要した患者が大半を占める.切断iJ旨断端部の創治癒

後，残存した神経障害は高率であり，現在なお存続して

いるものも少なくない.断端痛を訴えたもので、は，回答

のあった 112例中，その持続期間の頻度に 3つの山を認
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O~ カ〕 〔指(111民力〕 〔指厄!曲カ(A)) 〔指岡山カ(8))

図1. 陸側の盤力と他指屈仲力平均値および忠mカ百分不
(0-1指のみの切断 X- 2指以上の切断).

め， 3ヵ月ぐらいで一応消失したものと， 1年から 2年

後に消失したもの，さらに 10年以上も長期に残存した

もののグループに分けられる傾向を示した.これはまた

断端部の知覚鈍麻ないし知覚過敏の障害を訴えて回答し

た 107名にも同様の傾向があることを認めた.切断指の

幻覚は回答数 77例中 34% に認められた.

母指以外の 4指で近位指関節より末柄の欠損者につい

て，切断者の機能に関連して，その屈イqJ力をiJ!11定し，健

側の同じ指の屈伸力との比較をしたいと考えて，パネ秤

を利用して指の屈曲力， 仲展力を測定した(図 1). 切

断者の肘関節を直角に保J守して，バンドで固定し，百ii腕

を水平にして平板上におき，手関節仲展位で、手掌を上に

向け，切断指を屈曲位で保持し，水平において 50kg用

バネ秤のさきの鍵をこれにかけ，秤を倹首!II者がハソドノレ

でヲ I~ 、て指に力を入れさせると，秤のスケーノレが動く .

屈曲力は切断指以外の指を伸展させて測定した値を屈曲

力 (A)とし，他指も ともに力を入れて屈曲したときの

値を屈曲力 (B)とした.伸展力も肘を同じく固定して，

中心軸をもっレパーで力の方向をかえ，同じ秤で測定記

録した.それに握力も合せて測定した.こ うして片仮IJ手

指切断者 30名の屈伸力を，切断指と反対側の同じ指に

ついて測定記録して比較した結果，切断指の筋力低下を

認めるものが大多数で，健倶IJに比べて大体 80% 前後の

値を示した. 1指切断と 2指以上切断者との聞に有意の

差はないようである.しかしこの測定結果は今後さらに

正常指の左右差も考慮してその正常範囲を検討加味する

必要があると考えている.手指欠損に対する精神的負担

を訴えているものは，回答者 102名'-1'77名で， 特に人

前に手を出すこと，不具者になったことに負担を感じて

おり ，示指，母J旨の切断で、は機能障害による悩みを追加

していたものが多い.しかし作業上でのハンディキャッ

フ。を訴えたものは数名にすぎなかった.

当工場の職種は，事務職，技術職，現業職，特務職，

医務職と 5種に大別され， それをさらに細分化すると

126種の数に昇る. 121名の就業状態をみると 43名

(36%) が，いわゆる ~J{)J凶的， 事務的業務に)]~しており，

しかもそのほとんどが工場現場に属する主任，組長の役

をはたしている.他の 83名も，現業n故に属する 14種

の業務職種のほとんどに配属従事しており ，さらにそれ

が 76種に細分化されているために，職種選択を適切に

行なうことにより健康人との差を作業能率上認めること

がなく，そのうえ長期間労務作業を行なうにつれ作業能

力が改善されていくことが認められた.

結語

我々は当工場の手指切断者 121名について統計的観察

を行ない，手指切断は示指に次いで中指に多く，右より

左に多いことを知った.損傷部位は指関節前提断者が 72

指で最も多く ，しかもこれら受傷者の大半は一般外科医
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による治療を受けた者がほとんどで，院rr端神経障害を高

率に認めた.我々は今後か Lる障害を可及的少なくする

ように努めることはもちろん，受傷者の精神的障害をも

良く把握理解して，業務復帰に自信をつけさせると同時

に，適切なる職種選定は単に作業能力の低下を防ぐのみ

ならず，切断者自身の手指機能改善促進にも役立つので、

はないかと考える.

51.手指 損傷 の 治療成績

鈴木勝己 高橋定雄 磯見明*

第 8回本学会において，私どもは，手指末節目li放創の

治療成績について報告した.今回は，さらに近位に及ん

で， D.I.P.関節より中手骨基部までの外傷を手指損傷

と限定して，その治療成績の概要にふれたい.およそ，

手指損傷は，その範囲や程度の複雑さ，そして受傷後の

時間経過や感染の有無等から，個々の症例を半IJ然と分類

することはむずかしく ，さらにこれと治療成絞，治療法

との関係は一回統一困難であるので，今回はその大要に

ついて述べてみたい.

対 象

昭 37，6月から昭 38，12月までの 1年 7ヵ月間に当

科で治療終了した 495例のうち， 最近直接検診できた

106例 (286指)，ア ンケ ート に応じた74例，合計 180

例を対象とした.当然のことながら，開放創のある症例

には，まず感染と搬痕形成を除くべく徹底した brush-

ing， debridement，倉Ij閉塞処置を実施した.

検査の方法としては，一般臨床およびX線診断のほか

に患者自身の判断した評価，そして実際に作業させて得

た成績が重視された.

主観的成績としては痛みがあるか，知覚が障害されて

いるか，動きが悪いか， 力がはし、らないか，使えない

か，欠損があるか，変形があるか，冷たさがしみるか，

治療に対して不満かの項目を質問して決定した.

機能的成績を判断するために， 閉限での pickup 

test，小さなボノレ トナッ トの着脱， レンガの積み重ね，

フロシキたくしこみ，両手で水すくいの 5作業を行なわ

せて各作業につき，不能を 0，制限あるものを し 正常

のものを 2と記録し，総合計 10のものを優， 8~9 を

良，6~7 を可， 5以下を不可と判定した.

* K. Suzuki， S. Takahashi， A. Isomi:関東労災病院整形

外科 CJII崎市木月住吉町).

成績

年令的には 1才から 74才に及ぶが， 11才から 40才

までが圧倒的に多く，男子がほとんどで女子は 180例中

17例にすぎない.

指別の分布では，右手にわずかに受傷頻度が多く ，両

手ともに示 ・中 -EIi指の受1誌が多かった.また多指損傷ー

は 60例で，単指損傷が 41例，両手損傷が 5例であっ

た.さらに利き手については，右利きが 104手，左利き

が 7手であり，右利きで右手を受傷したものが 58手，

55.8%，左利きで左手に受傷したものは 5手， 71.4% 

であり ，利き手自身の損傷が多かった.

指別に損傷程度をみると，重度の挫滅創が 85指，来

院時すで、に挫断されていたものが 88指で両者が大半を

占め，創のないものは 8指にすぎなかった.受傷が不注

意および機械等の故障によるために注意すれば予防で‘き

たと答えたものは過半数の 65%であった.再び職場に

復帰するまでの休業日数は 106例中 88例が3ヵ月以内

であり最長は 1年を趨えていた.

患者自身に判定してもらった主観的成絞は43例(46.1

3めが満足，仕方がないが 79例 (43.9%)，不満が 18

例 (11%)である.このうち，不満と答えた 18例につ

いて，その原因を分折してみると，変形，欠損，力がは

いらない等が主要なものであった.

次に最も私どもの重視した作業をさせて判定した機能

的成績は， 106例中，優が 32例 (30.3%)，良が 10例

(9.4%)，可が 24例 (22.6%)，不可は40{ylj (37.7%) 

であった.この機能的成絞と指欠損，圧痛，知覚異常，

運動障吉，骨萎縮等の関連性をさらに分析してみると次

のごとくなる.

1ないし 2指挫断例を対象として機能的成績の街別分

布をみると，梼側指の欠損例では，わずかではあるが機

能低下の傾向があることが想定される.また全体的に損
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1M指別に機能的成績との関連性の有無でしらべたが指に

よる差民は認められなかった.さらに単指損傷例と多指

損傷例でもはっきりした機能的成績の差は得られなかっ

た. 学面に圧!I甘を認めたものは 29(71] (27..i%)， 圧!iti

のないものは 77 例 (72 . 6 ~わであり ， 圧痛の存するも

のは，機能的JlX.絞が判然、と低下している.

学:1自の知覚が正常のものは 32例 (30.2%)，異常のも

の 51例 (48.1%)，脱失しているもの 23例 (21.7 ~わ

である.これと機能的成績との相|長lは機能的にすぐれて

いる例では，知覚正常のものが多かった.

J旨関節の運動性が正常のものは 45例 (42.5%)，障害

されているものが 61例 (57.5%)であった.しかし動

きが少し障害されていても， さほど機能的成績には影響

がないように思われる.

'丹萎絡をX線上証明されたものは 63例 (59.4%)で，

;i'f萎縮のあるものは，はっきりと機能的成絞が劣ってい

た.また，骨端に1J，WR形成を認めたものは 155j行中 51

指 (32.9;めであり ，同所に圧痛を証明できたものは 11

指 (21.6%)であった.機能的成績は'白鳥j(形成のあるも

ので優，良合せて 1指，骨線のないものは 11指 10.6%

に優，以を認めた.

機能的成績が不可であった 40(71)について，その原因

を分析してみると，知覚障害，圧焔，多指欠損がその主

なものとなっている.

他医で処置された挫断指に装飾j}flプロテーゼを作った

症例は 34(71]である.これらの忠者の主観的成績は満足

しているのが 7例 20.6% と最も恐かった.実際にプロ

テーゼを日常使っているものはほとんどなく，プロテ ー

ゼ自身も 6ヵ月から 1年で硬化，変色し苫1]れ目のはし、る

ものが目立った.

結語

手指損傷の概略を反省したが，治療法と成績との関係

は，その複雑多岐なことによって省略した.成紅iを悪く

している原因として欠損，知覚障宮，圧痛があげられた

がすでに生じた外傷から，これらを Oにはできないまで

もなお相当に改善努力の余地がある.

質 問:小谷(大阪市大盤形外科〉

1) 手指切断者は受傷後，職場をかえて機能的適応を

得ているか.

2) 受傷後，どのくらい転職しているか.

答 :鈴木(関東労災病院整形外科〉

職極変換の布無はしらべてあるが， こ与には述べな

かった.半数がl原職に帰っているようである.

52. 国鉄職員における上肢損傷 (第2報〉

川 村次郎 佐藤和男 十市 欣一 金井 市 郎

岡田 一彦 高 口洋明 鬼塚卓弥*

第 8因子の外科学会で国鉄職員の業務上の手の指尖損

傷の調査を報告したが，今回引続き指尖と手線'iJ'部を除

いた手のJW2bに関して|前回とIriJ様の調査を行なって倹討

を加えた.

症例は最近 10 年n~Jに当 .f'Iを受診した 160 例で， その

うち今日l直接検診を行なったもの 68例，アソケートの

回答を得たもの 38(71)，合計 106(71)である.106例中機

能障害を伐したものが 48例でこのうち 26例が切断例

であった.

症例をl隊内容別にみると線路作業おが 33%を占めて

* J. Kawamllra， K. Sato， K. Toochi， 1. Kanai， K. Okada， 
Y. Takaguchi (整形外科);T. OnizlIka (形成外科);中

央鉄道病院(東京都渋谷区代々木).

一番多いが，他は機械作業省，操.tjI作業者，平'嫡整備関

係者，工事現場作業者といずれも 10% 内外であまり差

がなく ，j旨尖m傷者が比較的職種による差を認めたのに

比べて職種別の差は少なかった.年令分布では 20代，

30代の両者で70%以上となり指尖損傷者のそれとまっ

たく同じ分布を示している.

受(JJ部位別に分類すると左右別は右 131j旨，左 目 指

であるが，単独損傷の指数は右 61指，左目指であっ

て，残りは 2指以上を同時に損傷しており ，左右とも全

症例の約 3割が 2指以上の同時損傷例であった.2m以

上を同時に狽傷する場合は左右とも薬指を含んで鍋It~す

る例が一ばん多く，また中 ・薬指は単独立1iあ症例より同

時損傷例のほうが多くなっていた.これに反し母指では
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ほとんどが単独損傷で特に左は 10例とも単独損傷例で

あったことは興味深い.損傷j旨数を指別にみると単独損

傷のみでは 5指L、ずれもほとんど同数であった.

損傷を極類別にみると，骨折，欠損，腿損傷は左右差

がほとんどなく，国鉄職員の作業は両手を同時に使用す

る作業が多いためではないかと思われた.各損傷別にさ

らにくわしくしらべてみると，まず骨折では末節骨のfl'

折が 77指中 44j旨と圧倒的に多く，次いで巾手骨 14骨

となっている.まず 77骨折例中 2指以上を問時に'i1'折

した例は8例で比較的少なかった.次に欠損についてし

らべると，右は末節欠損が 20指中9指であるのに反し，

左は末節欠損が 16指中 9指でむしろ基節，中節からの

欠損のほうが圧倒的に多かった.こ のことは左手のほう

が動作が不活滋なため外傷の程度が大きいのではないか

と思われる.指別て・は薬指が多く右は 20指lド7指，左

は 16指rl"8指でしかも大部分は末節欠狽であり，これ

は指尖損傷も薬指が一番多いのと同じく薬指が最も動き

が鈍いためと考えられる.

次に治療日数をしらべると 1ヵ月以内 17%， 6ヵ月

以内 53%で両者で約7割となるが l年以上を要してい

る者が 15%にも達しており，このことは国鉄部内の特

殊事情が関係しているためと忠われる.治療法は創治療

と非観血的固定が主体であった.腿損傷はイ~î1筋鍵断裂で

あったため全例縫合のみを行なし、，マーレ ット指 5例中

1例には関節固定術を行なった.

次に指の機能と日常勤作について遠隔成績を検討し

た.判定は我々の決めた規準によって行なった. 自発

嫡，圧縮については強い痛みを訴えた者はいないが，シ

ビレに関する怒訴は比較的多く 17% の者がかなりのシ

ビレを訴え，特に寒冷時に切断端がシピレると訴える者

が多かった. x線像と痛み， シピレとの関係は一定せ

ず， X線像で骨折癒合が完全でも指尖の衝撃痛を訴えた

例も認められた.

日常勤(乍に関するテストではなんらの障害もなかった

例は 106iYlJ中68砂IJで不便な動作は小つまみ，大つまみ，

小ねじりの順に多かったが代償動作を考慮すると大つま

みは代償可能のものは 1fylJもなく，障害の程度は最も向

いようであった Pinchが正常に行なえない例でも他

指で代償動作を行なっているために自分で気がつかずに

いる例が多かったのに反し，関節運動がわずかに悪い例

や，屈曲変形のある例は日常勤作や作業時の不便さを訴

えた者が多かった.触覚異常を有する例では主に巧綴性

に関連した訴えが多かった.

次に整容に関しては白己の形態異常7こ関心を有する者

は，胆曲，変形，切断の!阪で多く，大部分がなんとかし

てもとどおりにしたし、希望を有している.また形態と機

能といずれをとるかでは，機能障害のない例は関心な

く，機能障害のある例は機能を重んずる傾向があるが，

2例のみ機能が悪くなっても形態を良くしたいと希望し

ていた.

次に心理テス トとして前回と同じく矢田部 ・ギノレフォ

ード性絡テストと Taylorのテストを行なったが， 全

症例を平均すると一般岡鉄職員の平均値との差はほとん

どなかった.しかし屈曲，変形および欠損例のみを抽出

してみると情緒不安定度が尚く指尖損傷者，上肢切断者

のそれとほとんど同じ値を示した.このことはたとえ機

能附宮があっても形態異常がなければ患者の心理に与え

る影響が少ないのではなし、かと恩われた.

以上前回の指尖損傷者の場合と比較しながら今回の症

例を検討したが，今後さらに上肢損傷者についても調査

を行なう予定である.

質問:白山(新大整形外科〉

多少の disabilityが残っている症例に休業して病院

でリハビリテーションを続けるよりは職場に復帰したほ

うがよいと思われる者が多いが，国鉄としてのこれに対

する対策はどうなのか?

答 :高口 (9'央鉄道病院整形外科〕

早期に職場に復帰するためには直接職場の上司に話し

てなるべく早く職場の受入体制たとえば人事面，職内容

の変更等をと与のえるように指導している.

質 問:小谷(大阪市大整形外科〉

受傷後，軽度の機能障害のあるものを復職させて再受

{おするものはどのくらいあるものか?

答 :高口

ほとんどみられないが，再受f~ したものも記憶してい

る
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53. 手のプレス外傷

松林誠之助 三上哲 出淵肇*

手のプレス外傷が多いことは知られている 私の関係

している向島署管内は全国の 5%を占める多発地で症例

を見る機会が多い.向者ではカ ー ド調査を実施し，その

結果と対策を発表している.

私の科では認定義肢製作のために他の病院で治療した

例を見るが，手の症例lでは 49% がプレス外傷て・ある.

以上を資料として 200例のプレス外傷について調査し

た.

1. 原因について

原因には容易に避けられない要素があると考える.

a. 事業所は労働者 30人以下の小企業が 90% 以上

で設備，監督，指導がゆきと Xかない.

b. 受傷者の 23% は 20才以下， 60% は 25才以下

で末熟練，未経験の者が少なくない.

試運転，調節を手動でせず動力運転でする，訓練不足

の者，安全装置をじゃまにする者が珍しくない.

C. プレスの頻度は 1日に 1万回以上 1年に 100万

回以上に達することがあり，受傷の機会が多すぎる.軽

症を繰り返して重症を受ける例をみる.重症例lの 20%

は以前にも同程度の受傷をしている.

d. 製品の不良化を主主うための反射的動作は平常の習

慣によるもので急に改められない.

e. 200症例lについてみると(表 1)， 安全器のある

もの 76例，ないもの 64例，不明 60例である ある

もののうち 25例は故意に作動しないように止めている.

現状では安全器は期待したほど有効でない.

2. 治療について

200症例の 95%はいわゆる断端成形を受けている.

この方法は無難であるが万能ではない. 他の方法が

あってよいと考える.

a. 縫合 .プレス外傷は上下の圧迫によるので指両側

の血管，神経は重症例でも保存される傾向があり ，縫合

で切断をまぬがれる例がある.米節の切断例には縫合で

生着する例が稀にある.断端成形の前に縫合で救うこと

を考えるべきであろう .

b. 骨移植，皮ra移舶 :欠損部には'丹，皮府の移植が

* S. Matsubayashi， T. Mikami・東京労災病院獲形外科

(東京都大田区大森); H. Debuchi・石川島幡II子重工健保

病院整形外科(東京都中央区新佃島).

必要である. プレス外傷で同時に牽引が加わると，皮

膚，鍵が抜きとられる.有茎，無茎の植皮は変色，変形

を残すことがあるが，外見を必要とする露出部では注意

カ，1，、る.

c. r;:J指切断例では造指が有効と忠、われる.造指は動

脈像が乏しく効果に疑問をもったが実例で凡ると効果が

ある.

3.予後

a. 200定例についてみると l人平均 2本強を受傷し

ている.示指，中指受傷例が多く，母J旨，小指の受傷は

少ない.左手の受{努は右手より多い(表 2，3). 
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b. 多数指を受(あした例で、は断端が 1線に揃ってい

る.両手受傷例では対称的変形を残すのが見られること

治:ある.

c. 両側の示指 小指を基節を残して切断し 25年を

経て，不自由なく働けると強調する例では残存部が肥大

し，活力に満ちている.上!伎に及ぶ劇痛を訴えて労働不

能を訴える母J旨切断例jでは萎縮した残存部を見る.植皮

のために醜状を呈する手指は常時包帯されて働きを失っ

ている.

d. 受傷者の約半数は転職しているが，若年で特殊技

能はないため，条件はよくない.

結語

a. 現在の制度のもとではプレス外傷の発生は続く可

能性がある.

b. 大部分の受傷者がL、わゆる断端成形を受けている

が，切断する前には極力残すように努めるべきで，切断

するのは変化してからでもおそくないと考える.

c. 平均受傷指は 2本強， 転職者は約 50弘 転職の

原因は軽症者では恐怖，重症者では能力低下であるが後

者は少ない.

54. 手掌に発生した benignsynoviomaの 1例

水岡二郎 堀尾慎弥 三ヶ尻栄一*

手指に発生するいわゆる localizednodular tenosy-

novitisは従来腫湯説と炎症説があり， 第 8回日本手の

外科学会で討論されているように，種々の名称で呼ばれ

ていて病名の統ーがのぞまれているが， その本態およ

び発生原因について定説がなく，わが国では 25症例が

報告されているにすぎない.我々は手のいわゆる ulnar

bursa に発生した Ja百e のいう di庄use pigmented 

villonodular tenosynovitis，または Wrightのいう

benign giant-cell synovioma のきわめて稀な 1例を

経験したので報告する.

症例

26才，女， ピン詰作業員. 約6年前の農繁期後に風

呂にはいっていて右手に疹痛が起こり，腫脹， 局所熱

感，圧1i百があり ， 20日間の治療で一応治癒した. 2年

前より同様の症状が 2月， 7月，10月と起こり， 右手

小指より手掌および手関節掌側にかけて漸次腫肢が著明

となり同時に正中神経領j或に知覚麻痔を認めるようにな

り，昨年 10月某医で結核性腿翰炎の疑いのもとに，手

根管近位部で試験切除， 病理組織検査の結果 pigment-

ed villonodular tenosynovitisの診断で来院した. 右

小指より手掌および手関節掌側にかけて腫!援を認め，触

診により手指の M.P.より末梢に，硬結と軟かL、腫瀦が

速なっていて，手掌部は軟かくふれ，圧痛なく ，ulnar 

bursaに一致した腫婚をふれた.正中神経領域に知覚鈍

* ]. Mizuol也:国立熊本病院整形外科(熊本市二の丸); s 
Horio， E. Mikajiri:熊本大学授形外科.

的iを認め，小指の各関節に屈曲命1I限があった.

結核の既往歴なく，全身状態良好で，X線所見で小指

に'月・委縮を認めるが，圧痕f象は認められなかった.血液

の総コレステロ ーノレは 120mg/dlで， その他の諮検査

成耳慣に異常を認めなかった.

図 1 術前.

手術所見

全麻のもとに，皮!内切聞は小指尺s[l1の mid-lateral 

incision から手掌の distal crease， thenar crease， 

wrist creaseのおのおのに平行して施行し， parona's 

spaceより未納に向って滑膜を剥離したが parona's

spaceでは腫癌は赤褐色肉芽状であり carpaltunnel 

内は毛細血管が怒張していて炎症状であり，mid-palmar 

spaceでは arcussuperficialisを中央で切断結紫し，

黄赤褐色の房状の腫癌が各腿の septum 間より未梢に
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図 2 術 中 .

膨隆し， 阪~の掌側および背側に伸びていた.小指では屈

筋鍵を取り巻く賀補色の腫癒がるいるいと述なり ，多房

状の腰痛は被膜に被われ，掌側および艇の両外側は剥離

主容易だったが，jEfi癒は D.I.P.，P.I.P.および M.P.

の掌側が大きく， pulley の隙間から経痛がはみ出てい

る状態がみられ，深部は剥離が困難だった.関節褒およ

び関節は民常なく ，回)II}I院は色調および光沢ともにまっ

たく正常だった.Proximal pulleyを約 5mm残し，

他の pulleyは全部切除し vinculaおよび chiasma

部の滑朕を腰痛とともに完全に摘出した.摘出した腫腐

は，未梢ほど黄色を宝し，硬く，腫it];状で carpal

tunnelおよび parona'sspace で、は赤色が強く秋く肉

芽状となっていた.正中神経は carpaltunnelの遠位

端で細く硬くふれ， carpal tunnel syndromeを呈し

たものと思われる.

組織学的所見

被覆細胞噌殖，繊毛の肥大地生が著明で，紋毛上皮下

図 3. 昭 40，11， 2日.女， 26才.

は血管の併生があり ，間質は浮腫状で小円形細胞の浸i関

があり ，m粧状褐色色素を1Htする大単核球を認め，と

ころどころに泡沫細胞および巨細胞があり，ヘモジデ リ

ンの沈着があり， Sudan 1lIで染色すると細胞が lipoid

を合んでいることを示した.

術後経過 :j向山後 6ヵ刀になる現在，再発の徴なく，

正，'，神経領域の知覚も正常となり，手は良好な機能を回

復している.

考察および結語

1937年 Masonは radialbursaに発生し，伸筋側

に伸び，骨をち2蝕した症例を xanthomaとして報告し，

また 19H年 Jaffeらも本症例と同様な症例を経験し，

いわゆる ulnarおよび radialbursaにびまん性に発

生する synovitisを diffusepigmented villonodular 

synovitisと名づけている. 1951年 Wrightはこの腹

癒を benigngiant-cell synoviomaと名づけ，腫蕩説

を支持ーした.炎症性病変とするもの，コレステローノレ代

議lの附害のれ可決として生ずるとする もの，腫wiであると

する学説があり，この腫癒の点の本態についてはまだ意

見の一致をみず，種A の名称があげられている.

Ja任e，主炎症性反応、であり其の服湯ではないと考え，

なにが炎症の原因となるか疑問が残ると述べた.Gallo-

way はコレステローノレ代謝障害と外傷および!感染のも

とに発生すると考えたが，現在はかえりみられず，

Wrightはl匝癒の初期の繊毛期からさらに細胞変異まで

の変化を腫蕩として認めるべきで，消液膜細胞で閉まれ

た部分の分化， I~:~ l 、再発議， および組織学的に思性の

synoviomaへの移行のある ことをあげて其の腫湯であ

ると考えている. これに対し， Jaffeは腫癒の大きくな

るのは synovioblastの噌殖によるものでな

く，繊毛増殖のためであり ，全細胞反応状態

および mucoid の分泌なく，漸次線維化，

E参J)i(化，被誼化に傾くことをあげて炎定性病

変であると主仮している.

本症例においては明らかに ulnar bursa 

から発生し中将Zより未Hうになるに従って

み色より政色調となり ，肉芽状より1重傷状に

移行し，初発は小指未納と考えられ中枢に

向って腫癒が仲びたものと思われ，いわゆる

benign giant-cell synovioma の紙毛型よ

り，一回生長したリポイド，へモ ジデリンを

合む細胞に富む腿痛が ulnarbursa内にみ

られたことに興味がある.

木腫婚は結核性l隆平向炎 ， 巨細胞極または.I~
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{生腫腐と誤診されることがあるが，組織学的に診断は確

定する.

また本腫癌は転移はみられないが，不完全な摘出に

よって再発は 20~48% に起こるといわれ，多くは術後

6ヵ月までに起こっているので，取り残しのないよう，

特に深層の腿滑膜と腹男容が付着する移行部で，被膜の欠

けている部分を十分に摘出するよう努力することが望ま

しい.

以上，非常に稀な手の ulnarbursaに発生したいわ

ゆる benigngiant-cell synovioma の l例を経験し，

報告した.

追加・矢部(慶大整形外科)

岩原教授の右中指 D.I.P.関節背側部に発生し，完全

摘出し得た localizednodular tenosynovitisについて

追加l報告し，教授がベγをよく握ること，また庭の草む

しり等を良くされることから，その誘因に関し，少なく

とも局所に働く慢性の刺戟による炎症を無視し得ないよ

うに思う.

55. 指未節骨にみられた epidermoid(epithelial) cystの 1171]

平沼晃 萩原信義*

Epidermoid cyst あるいは epithelialcyst は通常

手や指の掌側面の軟部組織内にみられることが多く，さ

ほど珍しいものではないが，本腫協がtl'i'ii内にみられる

ことはきわめて稀であり，文献上 38例の報告がなされ

ているにすぎない.

我々は最近本j盛湯の l例を経験したので‘報告するとと

もに，現在までに発友されている文献を検討して総括的

な考察を試みたい.

症 例

患者は 26才の男子工員で約 2年 3ヵ月前に左母指ナ

図1. 受傷時X線像.矢印は骨折部.

ホ A.Hiranuma:東京医科大学整形外科;N. Ogiwara:臼

本鋼管病院整形外科(JlI崎市大島町).

節をパイプで挟圧し当科に受診している.当時の記録に

よると母指先端と爪板官官に拘創があり， X線検査により

図 1のごとく未節骨先端にごくわずかな骨折がみとめら

れたが，約 20日間の通院加療で治癒している.

今回は pinchに際しての左母指未節の疹泌を主訴と

して受診しているが，この疹痛は受傷後から引続いて存

しており ，特に数ヵ月前から増強してきたと述べてい

る

現症として左母指未節は健側に比して約 5mm の短

縮を示し，や L腫脹をみとめる程度であるが，来節先端

尺側にはかなり著明な圧焔点を証明した.

X線検査の結果は図 2のごとく ，母指未節骨未檎部の

尺側に{扇し，小豆大の骨透明巣がみられ'庁皮質の消失も

みとめられるが，骨膜反応はみられなかった.

受診 3n後に手術を行なったが，手術所見で・はX線上

の'肩透明巣に一致して灰白色でや L光沢を有する被膜で

包まれた腿蕩がみられ，腹筋と'o'との剥離は容易で骨面

は硬く平滑であり，腫協の摘出は簡単に行なわれ，次い

でがHWJに残存する未節背未村j部を切除 し，骨面を掻腿し

手術を終った.

摘出した腫務に割を入れると，その被肢は比較的強靭

で内容は atheroma-breiに似た脂肪性泥状物であった.

組織所見は図3のごとく，褒胞内面は凹凸不平等で繊

毛状を呈し，その直下から結合織の1曽殖が密に配列し硝

子化しているが，炎症性細胞浸潤はみられず11"組織には

肥厚硬化が認められ，強鉱大では cystの上皮は大部分
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図 2 受傷後2年 3ヵ月後のX線像矢印は腫お

図 3. 組織所見(弱拡大).矢印は褒胞内面の紋毛状の
部に剥脱されずに残っている重層扇平上皮.

‘S町

剥離されているが一部には明らかに重層扇平上皮が認め

られ，皮府付属探'ITは認められず，以上の所見より epid-

ermoid cystと診断した.

考察

文献上に発表されている指"'Jにみられた本)由協の報告

例は，欧米においては 1923年 Sonntagが初めて発表

して以来 37例を数えるにすぎず，木邦においては 1965

年難波が本邦第 1例を報告しているのみである.

木症例を加え総計 39仰jの発生部位についてみると

Sonntagの報告例， Carrollの報告例， Fischerの報

告例の 3例が，外傷により未節骨が切断された後の断端

である巾節'lj.に発生している以外は，いずれも未節骨に

発生しており ，未節'百が好発部{立であるといえる.

また年令的分布は最低 13才から最高 61才にわたり，

その平均年令は 33才で性別では男子が女子の 2倍にみ

られている.

左右別では左倶IJに多く ，j行別では中指が H 例で最も

多く ，次いで示指9例，母J行811U，小指 5(jlJ，環指3仔Ij

の順を示している.

外傷の既往が明らかなものは 29例あり，外傷の既往

なしとするものは 817IJで，外傷から症状発現までの期間

は最短 6ヵ月から最長 35年にわたり ，平均 12年間を

要している.

しかして本腫湯の発生原因については上皮細胞の胎生

期迷入によるとする先天異常説と，外傷によって上皮細

胞が迷入移組されるとする外傷説とがあるが，一般には

後者が受け入れられており，この見解は Schweninger， 

Kaufmann， Pels-Leusden， Hess巴らの実験的研究に

よって支持されている.

文献上集めた症例においても大多数において外傷の既

往が認められているが，外傷から症状発現までの期間は

不定であり外傷との明確なl関係は計りがたい.

しかしながら Behrensの症例では損傷皮府から'11'の

内部まで上皮細胞が連続していることを顕微鏡的にみと

めており， Fischerの1例においても皮膚と'月内陸湯と

の間に交通を証明しており Behrens は什内への上皮

細胞の迷入移植は非常に小さな骨折を通してか，または

JJIR管経路に沿って運ばれることがあると述べており，特

に'白 折が必要な条件であると考えている.

木症例の発生機転についてもこれらの外傷説と同様

で，外傷により上皮細胞がr百折部に迷入され，これが次

第に発育するとともに日常の pinchactionによって次

第に骨を佼蝕圧排し，あたかも未節刊・内部から発生した

ごとき様相を呈したものであると考えられる.

なお本腫坊の処置については，麗湯摘出後に掻腿，汁

移舶が行なわれたり，あるいは初めから健康部において

切断されているが，術後の再発あるいは骨折などを招い

て再手術により切断している例もあり ，結果的には当初

より健康部において切断することが得策ではないかと考

えられる.
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質 問:篠田(長野日赤病院整形外科〉

組織探本にて類表皮様構造(角質層，透明居，ケラト

ヒアリン頼粒屑， I在芽層等〉を確認しているか?
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答:平沼(東京医大整形外科〉

組織所見の強拡大で示したとおり君主胞内面の繊毛状を

呈した所に明らかにiJlJ¥'?}扇平上皮が認められている.

56. 指骨，中手骨の軟骨腫について

長屋郁郎 沢田進 桝谷敏夫*

軟骨性腫療でも外骨腫は骨に発生する腫蕩で最も多い

が，軟骨艇が占める比率は少なく ，ほ!:5%と推定され

ている.しかし手の短管状骨への発生率は軟骨腫は圧倒

的に多い.

観察対象 過去 11年間に310例の骨腹筋を経験し，

軟骨腫は 12例，約4%を占め，なかんす.く手に発生し

た症例は 10例で，単発例 8，多発例2である.

発生頻度 手に発生した I欽'Ii腫の報告で， 100例以

上の症例についてみると，中部日本地区骨腫湯集計(以

下中部日本集計と略す. 昭 37，9月現在〕で‘は， 183 

例中 100例 (54.5%)， Geschickter & Copelandは

110例中 60例 (56;め と ほ X一致した値を示してお

り，軟'月'腫の 50~60% が手に発生するものと思われ

る.

年令 Ja妊e，Lichtenstein は1O~30 代を好発年令

としており， Bunnellは 30才以下に， 北島は 35才

以下に好発すると報告している.

私らの症例では最小 3 才で最上 46 才であり 1O~30

代にその大半を占めている.

性見IJ Geshickter & Copeland， Ja任e，Lichten. 

stein， Coleyはいずれも男女間に相異はないと述べてお

り，私らが集計ーした表でも同じ結果であった.

部位別 手の'I~J'格間(指骨〉には特に優位差はみられ

ないようであるが，や与示指，中指，環指に多いといわ

れている.私らの症例では多発性の 1例は右示指を除く

両側指骨，中手什に発生し，他の1例は右苦言指，小指，

右第 4，5中手'lJ'の多発例であり，単発例では示指，環

指，小指にそれぞれ2例，中指 1例，左第5中手骨 1例

である.指骨でも特に基節骨が好発部位であり，単発性

8例中 7例が岡部位に発生している.

症 状 一般に症状(腫脹，軽い疹痛および機能障

ホ1.Nagaya， S. Sawada， T. Masutani:国立名古屋病院整

形外科(名古屋市中区南外堀町).

害〉は緩慢で数ヵ月から数年以上にわたり継続し，わず

かの外傷により脹l民，疹痛が将司強して初めて受診するこ

とが少なくなく，無症状で経過し，病的骨折により X線

検査で初めて発見されることもあり， Bunnellは 25%

に，松野は 30%に病的骨折をみたと報告している.私

らの症例lではほとんどが麗脹，疹痛を主症状としている

が， 1 (7IJのみ病的骨折を認めた.

X線所見 一般に特異的な像を塁し，多くは中心性に

存在し，長軌方向に卵円状の拡大を示し，護麗様あるい

a. • L
U
 

図 1
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は蜂巣状の透明像を呈し(図 1a， b)，小範聞の腹筋では

骨皮質の変化はみられないが，多くは骨皮質の非薄化あ

るいは膨隆を示す.境界は比較的fj)]阪であり，内部は無

l!I'i]告であるが，ときには石灰沈着や骨化を示す斑点状陰

影を見ることがある.腫務が{同心性に発生し'行l支質を膨

I盗あるいは破唆するものを， Robert (1937)は eccentric

chondroma と分類し，さらに同じく腫湯発生部位より

Masen (1937)は periostealchondromaの分類を提唱

している. 私らのrii発例はすべて， いわゆる enchon-

droma Ccentric)であり ， 多発例は eccentncに発生

したと恩われる.

組織所見 症例lはし、ずれも基本的には硝子様軟骨の{象

をとり，しかも一般に細胞

細胞のi曽殖による良性腫湯の像であるが，正常硝子様軟

骨に匹敵する成熟{象はきわめて少なく，どの部でも多少

なりとも未熟}~，幼若軟'1'1 的性格を有している.いわゆ

る myxomatos な像は一方では退行変性像を含むこと

を否定できないが，一方このような像は幼若型軟骨細胞

の特徴とみることもできる すなわち木腫蕩の別殖細胞

の木態は成熟型軟'fi細胞ではなく ，むしろ幼若型1I次'丹細

胞そのものの良性的増殖ではなかろうか.

治療成績 軟骨l匝10例中(表1)，腫湯の掻胞のみ行

なったものは 2例であり，多発例は術後 9ヵ月経過し，

11-の修復が認められ，良好な結月さであるが，他の多発例

に比し，指骨に閲する|浪り非常・に似た経過をたと.ってお

表1.
成分が密であり，基質の染

色性は淡く，わずかに小浜

の形成を示す傾向がある.

細胞は楕円形で小型核を有

し，細胞裂を形成する部分

もあるが，多くの部におい

ては，細胞袈形成が不完全

あるいは欠除して細胞も突

起を有してEosinに紅染す

るものが多い.こ のような

部分ではいわゆる myxo-

matosというべき像も見ら

れる 退行変性に陥り壊死

性の部も一部に含むことが

ある.

No 症 例 1:I日 | 部 位 |分 類 |治療成絞高島

1 I深 川 [46[司 右叫節骨 I lji . P'J車両 | 需品 | 骨の四 ì~
2 I山 田 [161 ~ 1右示指 " I " 1" 1 " 1 6年

3 I石 )11副171o 1主5中手子 1 ~ -1 "-1 "-13年

4 1 林 1231♀ |右小指基節骨 " 1" 1 " 1 2 年
5 大橋 1171 ~ 1左示折 " I " 1" ，， 1 8ヵ)j

6前旺1 32 O 左小指 " [ " 1" " 5ヵn

7 1川 原 1311| 6|友環指 " 1， 帥 lIT22|2年

右目小指 w|| 多 | 8 寺 川 9治 4・5中手'1) ・軟骨腿 " 骨修復 9ヵ月

| 右示指をのぞく I 切断9 石 川文 8 I o 全指骨 ・中手i.I " I WI*Ji I - I 1 年

以上の像はゆ]らかに軟'jj
10卜17川 1321o 1左環叫附 |単内Ilikff腫放位 1-

8才時. 13才時.

a. b. C. 

図 2
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り， やはり 3才時に指の軽度の腫脹を認めながら， 16 

才まで放置され，醜形著しきため切断を余儀なくされた

ことより ，掻JI¥eはできるだけ早期に行なうべきであると

痛感した(図 2a， b). また掻JI¥eを行なった他の 1例は

左環指基節骨に発生した単発例であり ，術後 2年経過し，

なお透明栄が残っており再発の疑いがある.強J随および

骨移植を行なった症例は 6例ですべて単発例であり，移

植骨は)協~11' より採取しており全例X線所見により均等同

化を示し，術後経過観察期間は 5ヵ月から 7年であるが

再発は 1例IJもない.軟什腔の予後は一般に良好とされ，

恵性化はきわめて稀とされており，掻腿および骨移侃iに

よりほとんど治癒せしめ得るが， Gesch ickter & Cope-

landは 25%に再発したと述べており ， さらに長期間

の経過観察が必要と思われる.

57. 手 の悪 性 腫 蕩

山田 浩 森井秀をイ育*

手の腫湯はあらゆる組織から発生するが，このうち15
性服務の発生頻度は Poschの統計ーでは 8.8%であるが，

Bunnell，九大北島の統計ではそれぞれ 3.6%，3.4% 

と比較的少ないようである. 金沢大学整形外科で過去

12年間に 10-l171]の予の腫拐を経験したが，このうち15
性腫坊は 4例 (3.8%)で，線*It/州民， 悪性，':I~色腫， 汁f

E英肉腫，転移骨癌の名 1例であった.これら各症例の概

要を報告する

症例1. 13才，児子

昭 39，4月左母指球部に小腫婚iを生じ，某医で摘U:lit.I
を受けたが再発し 1年 2ヵ月後に他病院で軟部J間企腫

湯の診断を受け当利に紹介された.

初診時他;部位への転移の所見は見られず， liiiJ腕下 1/3

で切断した.組織学的には線維肉眼で術後6ヵ月目の現

在再発，転移は認められない 線維肉腫は遠隔位転移を

きたすことは少なく，比較的予後の良いものとされてい

るが，今後の経過を観察したい.

症例 2. 62..r，女子(図 1). 

昭 30年ごろに右母桁の'行性疲痘に権思して以来再発

閉鎖を繰り返しており 6年後に当科を初診した X*，ljl

像で母指未ilii骨はほとんど磁波消失しており，爪床部の

疲孔周辺に色素沈着を認めた この色素沈着部の組織学

的検査では基底細胞!日にメラニソ色素の沈着はあるが股

蕩細胞はみられず，非特異性炎症像であった. 1自主節骨 ，~ ， 

央部で切断，色素沈..0-部を一部伐して創を閉鎖したとこ

ろ， 約 2年後残存させた色素沈お部を中心に並立療を生

じ， 2年 3ヵ月後に判科に再診した 組織学的には上皮

*H. Yamada， T. Morii 金沢大学稔形外科.

基!底映は完全に破壊され腫蕩細胞が浸i間企に増殖してお

り，服務細胞の胞休の内外にメラユン色系を有し junc-

tional typeの悪性黒色JEf[であった.中予'行中央で切断，

60CO 照射し一時放射線出場の発生をみたが 2年 1ヵ

月後の現在再発，転移は認められない.

悪性!景色腿の発生に色ぷ性病変のliij!!犯することの多い

点は 1891年， Hutchinson以来 Miescher，Allen，久

木田など多くの報告があり，手部に関しては爪下の烈子

は特に悪性変化しやすいとされている.我々の症例lでは

1'i"性擦痘の治療に際し色ぷ沈才?部を完全に除去しておけ

ば， j思性黒色!匝の発生を防止し得たのではないかと考え

ている.

症例 3. 56..r，女子(凶 2). 

IlB 36， 11月ごろに左母J白球部に小腹痛を認め，以後

3年半の聞に2度の摘出術を受けている.当時の病理組

織所μはところどころに不規則な腔が形成されており，

その周囲のE重湯細胞は紡錘形細胞の部と多角形細胞の部

とが混在して滑!咲からの服湯の特徴を有しているが，窓

1生腫湯とするには抵抗があり非定型的ではあるが beni-

gn synoviomaと考えられた.

昭40，4月当科初診.全身伏態にJ31afなく，左/:JJ行球

部に小J行頭大の腫痛があり部性硬， 1文li守級痕と癒着し圧

痛を認めたが，母指の運動はほ r正常に可能であった.

腫務は涜褐色，不正形， 1文何回に近い1ft1では手術による

痴痕のために!J'lW不明瞭であるが，深部では長母J旨屈筋

j雌腿輔の一部に連なり，この部では境界鮮明で前回手術

|時摘出不完全であったと考えられ，病的と認めた範囲の

l泣，mを含めて股痴を摘出した.この組織学的所見は前回
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科を再診した.腫坊は長母J行届筋)腿阪~伴lを囲挽して境界

不明瞭で，ほ指球筋を含めて可及的広範囲に摘出した.

組織学的には前述の消朕からの腫務の特徴を有し，腿m
組織は結節状に筋肉組織内に侵入しており，核分割{象，

細胞の異形性などは前回の椋木に比して強く，また一部

に嬢死を認めるなど恵、性腫蕩の像を呈し synovial

sarcomaと考えられた.

b. 
図 1 症例 2.悪性黒色腫.

とほ r同様で忠性像と断定する線拠は見出せなかった

この 4ヵ月後に艇場は三たび再発し，急速に増大し当

Benign synovioma は摘出不十分のためにしばしば

再発をみるようであるが，宮地の病理学成主には悪性化

することはないと述べている Briggは benignsyno-

vlOmaと考えられたものが，再発後 synovialsarcoma 

であった 2例を報告ーしており benignsynovioma も

稀には synovialsarcoma への可能性を有すると考え

てよいように思われる.木症例は術後放射線療法を併用

し，再発なしに術後 6ヵ月を経過しているが，引続き厳

重に経過観察中である.

a. h
u
 

図 2. 症例 3 滑液朕肉腫
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症例 4. 55才，男子(図 3). 

昭 35，11月ごろに右母指球部に沌rr次増強する股脹，

広痛を認め 6ヵ月目に当科を訪れた.

初診時栄養不良，貧血，赤沈{直の充進 (36m m/l 時

間)，日答q炎排出，皮声を認めた.右母指球部はびまん性に

a. 

性腫湯の存在する所見は得られなかった.病理組織像か

らは原発巣として肺癌のほかに消化保系からのものも否

定できないが，全身所見から!怖がんからの転診としてよ

いものと考えている.術後 3ヵ月目死亡したが音Ij検はな

し得なかった.

b. 

図 3. 症例 4 右第 1c!-，手骨転移fl'がん(原発mJJr!i) 

腫脹し，自発1i百著明，母指の運動はほとんど不能であっ

た.胸部X線[象では左Hr!i門部に半球状の異常陰影あり，

腹筋の存在を疑わせた.第 2指を含めて榛骨末端部で切

断 した.腫1].1の組織学的検査では l協がんの骨転移像で

あった.その後の検索ではI硲峻より腫務細胞を鏡検し得

て肺に恵性腫協の存することを確認したが，他臓器に慈

Ja任eは肘関節より末柏、の転移骨がんは非常に稀なも

のとしているが，Kerinの集計した 22例の手の転移骨

がんの原発巣ではlIr1iが半数を占め，部位別には末節骨に

多くなっている.転移什がんに切断は原則として適応で

はないが，木症例lのごとく疹痛のはなはだしい場合など

て、は切断術が比較的適応になるものと考えている.
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58. 手の骨腫蕩の 2，3について

前山!被 佐藤三郎 後藤将*

手指'11'vこ発生する'，';の腫協はその大部分が内l欲'，';服

で， それ以外の背腫錫は比較的に締である.昭 37，5 

月，国立がんセンターが開設されて以米，II~ 40， 12 JJ 

末日までの 3年 7ヵ月の間に当院で子の'ltJl利おとして診

断されたものは原発性のもの 6(Y1j，統発性のもの 5伊IJ

で，すなわち内11吹竹腿4例J '，';"1次IHiJJ1 [71j，良性!TH1芳三

細胞腫 1例，皮府がんの'丹転移 1WIJ， Ix.h守がんの骨侵袈

2例lのほか，滑膜肉脹および良性の滑膜腫による骨佼裂

がそれぞれ 1(YIJずつで，わずかに計 11例であるが，以

上の11"腫1145のうち，上七鮫的稀で興味ある症例と思われる

ものの 2，3についてこ与に報告する

症例1. 44 --f，女.

主訴は左第4m，W1指関節背s僚側の腫}民と鈍痛で，

|百]部に熱感や圧摘もなく，屈曲も正常であるが，伸展は

や:，.~ I)IH浪されており， X線像では，第 1 指'ïl" 丹頭部に~!t.

m状の!阪j民性"3吸収像が認められる(凶 1). 手術所比

図1.

て‘は， 'I'j削lIJや与 7 'í'M~縦切するに，薄い赤褐色の被1I失

に被われた腿務係K;j_ぽi去の膨隆が認められ，被膜を切開す

ると灰亦色，肉芳三様組織が膨U:'，し， この組織は第Jf肘i

述(立音11を背側よりも(u1!して空洞を作っていたので， JlilljU 

組織の摘山とともに空洞壁を掻~し，一部の関節裂もこ

れに伴って切除した.組織像は滑膜細胞で被われた結節

本I.Maeyama， S. Sat凸， M.Got凸:悶立がんセンタ一般形
外科(東京都中央区築地)，

状の組織で，円形および紡錘形の間質細胞よりなり，多

数の小間隙を有し表層を被う滑膜細胞には間質の紡錘

I[~ ， または円形細胞との形態的移行が見られ， また一部

;.:.(主骨の巨細胞麗を思わせる多綴巨細胞の出現が認めら

れるが， しかし間質細胞および巨細胞の伎には異1J.i生は

認められない 以上の所見よりこの症例lは Ja任eのいう

localized nodular synovitis，すなわち[羽生の削除組織

に由米する腰湯性病変による'ii"侵蝕の(7IJと考えられる.

症例 2. 41才，女性.

主訴は左手学部の腫脹とj;g;j市で，入院時左手背負in巾

予jrJ必底部に子術搬痕と手指の屈曲拘縮が認められた

図 2.

が，Jed!;や局所熱感もなく ，手掌部に股4留を触知するこ

ともできなかった 患者は入院3ヵ月 rIil.こ， 某医にて右

第 3'1'予，'Jおよび頭状什に'l'j皮質の葬薄化を伴う多胞性

'，'1'吸収像を発凡され(閃 2)， 掻JI'~i1可と骨移他術を受け

ている 入院後，まず手挙部の腫脹部を中心に陸揚の試

験的切除術を施行するに，第 3指と第4指の浅指屈筋腿

問に，趨母J白頭大， ~単1生 i歓でH音赤色の被膜に被われ，周

囲組織との境界が割合明瞭な脹疹塊が認められたので，



一般演題 385 

一部の周間組織をも含めて被肢とともに腫蕩を完全に摘

出した.腫蕩の実質は暗赤色，充実性で一部に出血巣が

認められた.組織像で‘は腫蕩細胞は合胞性で連珠状に配

刈し，またところどころに管腔を形成しており，上皮様

の像が主体をなし，また他の部では腫115細胞は小血管壁

の周囲に増殖しまたは小柵状に配列し，この部では上皮

様には見られないが，間質は水腫状でこの間質にはス プ

ラーゼテストで消化される多量の粘液性の物質が認めら

れる.以上の所見より滑11英肉腫との病理学的な確認のも

とに，左前腕上Iい1/3境界部にて切断術を施行したが，

術後 l年 6ヵ月の現在， Jldiおよび所属のリンパ節に転移

なく経過を観察iわである.

症例 3. 16才，男子.

主訴は左手背，第 2中手'丹近位焔部の腫脹で，同部に

汁様硬でウズラの卯大の腫焔が触知されるが，局所に熱

感な し た x軽度の圧痛が認められるのみで機能障害も

認められない.X線{象では，第 2中手'l'Ui主部に'1'1"1支質の

奔薄化を{下う膨脹性の多胞性~li吸収像が認められる(図

3 ). 手術所見では'月皮質はl彰隆非薄化し青色に変色し

ており， 11皮質を開窓するに内部より真綿色の惨出液が

流出し，この惨出液は主として中手骨の基底部背側より

に存在し，屈側末梢部には肉芽僚組織が厚く 付着してい

たので‘これらを十分に掻腿し，腸宵より自家骨片を移植

し経過観察中である.組織像は軟骨芽細胞のJ肴殖と幼若

な硝子様軟骨小島の形成が見られ，軟骨芽細胞の聞には

多核巨細胞の出現も見られる

考察と結語

症例 lは Jaffe， Lichtensteinらのいう pigmented

villonodular synovitis， bursitis and tenosynovitis 

のうちの localized nodular synovitisが'I'J侵襲を起

こしたもので Breimerや Freibergもこのよ うに周

囲の骨組織に破峻吸収を生じた症例を報告している

図 3

Jaffeもこのような肯侵袈例は決して稀でないと述べて

いるが本邦ではいまだ報告が11も少ない.

症例 2は非常に稀な症例lで，諸外国では滑膜肉腫は非

常に稀といわれながらもかなりの症例が報告されている

が，本子11で‘の報告例はいまだ少なし私たちのすでに報

告ずみの 3fJljを含めてわずかに 24fJllで，しかもこのよ

うに手に発生しかっ'百侵裂を伴ったものは本邦では最

初の症例と思われる

症例 3 は;最初はX~学的に内11次骨腫あるいは巨細胞腫

が疑われ，手術時には孤立性廿喫煙が疑われ，術後詳細 習

な組織学的精査の結米， 初めて benignchondroblas-

toma であることが判明した興味ある症例である.
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59. 榛骨 ・正中 ・尺骨神経麻痔を合併した肢寓動脈癌

の 1治験例

冨重守 古 村 康 岩切自力*

四肢に発生する動脈腐は，末梢神経と並行する関係

上，神経痛，神経不全麻縛等を合併するものがある し

かしながら，検骨 ・正中 ・尺骨 3事11経の totaldenerva-

tionを合併した報告はない. 私たちは最近，肢窟動脈

痛に上肢3神経向車痔を合併した症例jを経験し，木例に対

し動脈癒を全摘し白家的j派片を移植した.血行の改善と

ともに神経麻痔も順調に回復しつ Lあるので，その臨床

経過について述べる.

症例

山下00子， 16 -1"，女子，向校生.

主訴右上肢の運動麻痔と冷感.

現病歴 :昭 40，6， 8日，通学パス'1'で誘因なく突然

立識消失し，約 10分ぐらいで立識は砂JI僚となる.6月

12日， 誘因なく右灯の疹痛をきたし 6刀20日には右

肘関節部の修痛と右第 4，5指のシビレト惑を覚えるよう

になった.翌日には指の運動障害もきたし 6片 22日

には右手関節および手指の運動がまったく不能となる.

7月26日，当整形外科を紹介され入院.

前病歴，生活歴 特記すべき既往はない.ことに熱性

疾患，心疾患等の1;正往もない.

入院I時所見.全身IY~には異常はない 右 III支は右l丙閃

節， JトJ関節ともに白!fj}))I(!fj))可能であるが，筋力の低下が
著しい.右手関節と才T全Jijはともにまったく CI動運動不

能で drophandを'lする 筋力テストて・は，除'円相11経;

支配上位筋昨に一部市動性を認めるが，残り の除討事1I経

支配筋および正中 ・ }~:i'l' fiI l経支配筋lt干はすべて筋力 O で

ある. J1)j ~12図学的検究所見もほ X これに一致する M 

triceps brachii， extensor carpi radial. long.， 1 st 

dorsal interossea， f1ex. carp. radial. 等はし、ずれも

五brillationvoltage と positivesharp wave が認め

られるだけで，検'，'J・JE中 ・パ'，l神経の totaldenerva-

tionを示す.

右上肢のl文!町liiは他。[11上肢と比較すると忠Olllでは平均

10Cの瓶度低下を認める 鎖'l'J下動脈は左右ともによく

触診できるが3 右版活動脈IV長時は~~く，右除' i 'j-!fj}))派)派 111j

* M. Tomishige， Y. Yoshimura， T. Iwakiri:九州大学

整形外科.

はほとんど触診不能である.また右上肢の神経，血管の

走行部には，視診，触診いずれも異常を認め得ない.

血液および尿一般検査も正常でト，血液ワッセノレマン反

応陰性，心'~E!:図も異常を認めない .

動Wfc造影所見 .上腕動脈よりの動脈造影では，上腕動

脈， 憐'，'1-.尺'自動脈等はよく造影され病的像を認めな

い.心臓カテ ーテノレによる大動脈弓部造影所見でも鎖骨

動脈より大動脈弓部およびその分校等にも異常所見は見

当らない.

以上の所見を綜合して，版;g;動脈急性閉塞症とその

ischemiaのための神経麻jJ!iーを疑って 8月 19日手術

施行す.

手術術式および所見

$J~'r'J'1 j I央部より烏啄突起を通り ，J政窓に至り上腕中央

部に及ぶ鍵型l文1¥'可切開を行なし、，末ffJ官[11より正中 ・尺'月-

事11経，上腕動脈を上行するに，大胸筋後方に持動性腫癒

を認める 大絢筋を上腕'iJ付着部近f立で切断反転するに

x{¥卵大のよ事政j性腹癒を認める 正中 ・尺十jおよびf5tr円引11

経はこの腫樹上を上行し，それぞれ臆癌上で圧迫され扇

平化している この持動性腫痛の輸入問J(afferent art-

ery)は版協動脈となる 3事11経をていねいに腫焔より

剥自!tし，輸出入凶lをそれぞれ止血し，艦砲を周凶組織よ

り量Ij自![摘出する. 剥向性は容必で周囲組織との癒おはな

い.JEllj叡嫡Ll:¥後の版窃動脈欠損に対しては，欠損血管が

5cmに及ぶため， あらかじめ採取した白家大腿絡脈片

を吻合移植す.血行再開するに，境1iJ政JiVfc町民主『は良く触

診可能となる 反'1返せる大JI(，弧:J}は原{立ii1に縫合同定し創

l次縫合を行なう.

組織学的所見

3x4cm の!fj))JI*胞で輸LU人動脈より紡錘状に腫大し

たJL性動脈癒と考えられる.組織学的には，.g;):質化され

た血怜を内臓する動脈癒で，内皮細胞下にも出血を認め

る.細胞浸潤は少なく炎症所見に乏しい

H:i後経過 H;j直後より右除'i'j-!fj))J脈脈持は良く触診さ

れ， -:{i上肢皮!内iaも術後 3ヵ凡では約 1.50C，6ヵ月後

で約 1
0

C 佐nalllより上昇している. またJ行尖部光'111管容

積l脈波も，卜Hriijにはま ったく波形が認められなかったも
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のが術後は健側に比し振l隔の高さは低いが，健側に近い

波形を認める.術riii尺fi'神経支配域に認めた知覚鈍麻は

術後6ヵ月の現在はまった く消失している.

j笥電図で、も， 麻癖していた憶fi'.正中 ・尺骨神経はと

もに末柏、部まで回復の兆が認められ，特に焼'白神経の回

復が顕著である.M. interossea， lumbricalis等の int-

rinsic musclesの回復は遅れているが， それ以上の正

中 ・尺骨神経の回復は良好である.

運動障害の経過.術後 3週で右手|菊節の背屈が重力を

除外すれば可能となった.その後運動麻簿は順調に回復

し，術後6ヵ月の現在では，手指の巧級運動がし、まだ十

分ではないが pinch，grip，手関節の背屈， 営屈等は

可能となり ，学校での勉学，日常生活動作等には大きな

支障はない.

考察と結語

本(Yljは肢禽動脈に発生した真性動脈綴であるが，認、む

べき外傷または炎症等の既往はなく ，また血液ワッセノレ

マン反応、も陰性で，組織学的にも炎症所見に乏し¥，、.一

般に四肢動脈に発生する動脈痛としては， 1)梅毒性の

もの，2)動脈硬化性の もの，3)炎症性のもの，4)外

傷によるもの等が，その原因と考えられるが，本例はい

ずれにも該当する所見を認めがたい.原因不明の自発性

動l派癒とでも考えるべきかと思う .しかしながら本例は

動脈痛としては比較的小さいにもか Lわらず，その発生

部位が大胸筋と広背筋j問とし、う特殊な発生場所であ った

ため，焼11'.正中 ・尺竹村l経iがほとんど totaldener-

vation に近い症状を， きわめて短時日内に呈したもの

と考える.

60. 非外傷性尺骨神経麻癖の治療経験

得津雄 司*

外傷とは直按闘係の認められない末梢神経;麻痔の中で

尺骨神経は比較的麻痔を起こすことが多い Panas

(1878)， Hunt (1912)の報告以来木邦においても遅発性

尺骨神経麻痔として知られている.その成因として尺什

神経の解剖学的条件，特に肘関節部におけるネ111経のノを行

あるいは神経斡の運動性が大なる原因をなすものとされ

ているが，未解決な点も少なくない

本学会においても蓮江，柏木らにより報告されている

が，私も過去 1年間に非外傷性尺骨事11経麻痔の 12例を

経験したので、報告する.

症 例

原因別に外!顕rr<J折 2例，尺'行神経JJ見fl2例，変形性IJJ

関節症3例，ガングリオンによる圧迫 2(ylj，尺'円事11経鞘

石灰沈着と思われるもの 1例，手関節部尺骨管症候群2

例である(表 1). 

1. 外頼骨折に対して

小児期の外~頭骨折で正しく治療されず外反肘を発生し

たもので，それぞれ 1500，155。の外反肘を有している.

前腕尺側にシピレ感 4~5 指に知l覚鈍麻を認め， 事11経

剥離術，ft切 り術により術後第 10日目で知覚障害が消

失した

* T. TokutslI 前橋赤十字病院整形外科(前橋市新町).

表1.

zlz|性 |
原 因 治療まで

1 18 ♀ 外顎骨折 1年 神経タj離術
2 24 ♀ " " I 11 

3 31 8 尺什神経)脱臼 1ヵ月神経移動術

4 14 g 
" 2年 " 

5 67 色 変形性m渇節症 3 ;1'- " 
6 59 8 " 3ヵ月 " 
7 56 8 " 3年

~ I 剖 I ; …オソ

摘出

9 I 42 ♀"  4ヵ刀 切開

10 I 32 I ~ 尺骨神経納石灰沈着 1ヵ刀

11 37 ♀ 不明 10円
|プレ ドニン
注入

12 47 2 /F 切] 4ヵ月 " 

術後 7ヵ月で知覚障害および変形の再発を認めていな

い.これは肘関節部変形を合併するため雫期に発見され

ることも lつの原因と思われた.

2. 尺骨神経脱臼と変形性肘関節症に対して

尺'行神経は種々の原因によ って肘関節の屈曲に際して

尺骨神経榔から逸脱し，伸展に伴って整復されて，この



388 巻 18・号 4 整形外科 1967年 3 月

繰り返しの外力が限局した神経炎を起こす.この 1年間

に経験した変形性肘関節症 4WIjのうち，事11経1採痔を作っ

たものは 3(71)である.これら 3 例についての肘関節'I~b身J

X線像て司火'r'↑神経併の扇平化と骨稼}r~Jえを認めた.その

うえ肘以Ji[[iの屈仰に際してJJ山手した尺'，1神経を皮下にふ

れ，屈1111によってパ骨神経科縁にひっかかるか，あるい

は脱臼するのを認めた この変形性)]-j凶節症と尺骨神経

脱臼の介併例では，より if('Jf!な原因として変形性変化を

考えたい

これらのうち，不完全砲の麻痔を呈したものは 3例，

完全型は 2伊1)である.

尺竹村l経脱|二 12例，変形性月、JI耳l節症 2(71jに対してね11経

移動術を行なった.すなわち Bunnell法にしたがって

手恨屈筋，回内円筋を分離して，そのうち上駅付着部を

骨メスで切符L反転して，この下に神経を移動，疋'1'神
経と平行に波べたのち筋をもとの位置に縫合固定する.

全例は術後数日でシビレ感の経減をみたが，完全型の

麻痔を呈した 2例では術前より進行しているのを認め

た.したがってわずか 4例であるが非可逆性の変性型麻

痔では良好な結果を得がたく，早期治療が望まれるゆえ

んである Clawedfinger残存例に対して股移行を行

なった.

3. ガング リオンに対して

肘関節部ガソグリオンによる尺'同神経麻痔は周知のと

おりであるが，この 2filjはいずれも原因不明のま L姑息

的処置を受けていた.カングリオンは手関節の背側に発

生することが多いが， )]11英l節部，手恨管内に発生して神

経麻痔の原因となることは案外まIJられていない.

症例 8は2年liIiより左liii!腕尺側にシビレ感，広痛を訴

えていたが原因不明て、あった.)寸1'1神経は布11経溝の dis-

talで肥厚してふれ， 月J関節の屈仰によって脱臼するが

ごとくであった.手術により!付|河節より発生したガング

リオンが尺竹神経を圧迫し，事11経は部分的に出IJlく なり ，

充血していた. i~T後 10 日で広州は消失し，再発をみて

L、ない.

症例 911 4 ヵ月前より右第 4~5 指のシビ レ感 と c1a

wed fingerがあった.尺骨事11経は神経構の distalで限

局性に肥厚していた 尺'丹神経に密に癒着したカングリ

オソ様腫痛を摘出せんとしたが，剥同，[t'I-'腿熔壁を破り，

ゲラチン状の内容を認、めた. J怪癌壁の組織所見は van

Gieson 染色，マ ロリ ー柴色により:f;IYJな結合織の増殖

を認めた.したがって神経に原発した腫拐でなく，ガ γ

グリオンと診断した.

4. 尺骨神経鞘石灰沈着の疑い例に対して

外{J，.:jj生中Ij戟が原因となり神経新行ないし神経に変性を起

こし 2次的にfi灰沈着を生ずることがあるとされてい

るが，症例 10は右手に c1awedfingerを♀し x線

上片11神経に沿って骨様陰影を認めたところより石灰沈

着を疑ったが子術に至らなかった

5. 手関節昔日尺骨管症候群に対 して

手|持節部では正9'事11経のごとく尺何事JI経は慢性の

extrinsic， intrinsic pressure を受けて compression

neuritis syondromeを発生する

症状はたいてい女nJ:tj生のもので， ときに手に筋萎縮，

weaknessを「ドう Mildな定例lには抗炎症剤，訓子固

定が用いられ，これらの方法で軽減しないものには

volar carpal ligament の切除が行なわれるべきであ

る 症例 11，12 は豆骨内側に圧痛を認め， 第 4~5 指

にシビレ感があったので尺'，'1管に Predonin10 mg を

2回注入することにより軽快した deQuervain病の

合併を認めたことは木症の木態を示唆するものではなか

ろうか.

以上，非外傷性尺骨神経麻痔の 12例について，特に

成因別に検討した.

追加・質問 : 牧野 (東京医大盤}r~外科〉

主主題の非外傷性なる誌は不適当ではないかと思う.と

いうのは症例の大部分が神経幹の圧迫その他の小なる外

傷の反復によって発生した神経麻簿と考えられるからで

ある.

手関節部尺骨管症候群の手術がn例を追加した.症例

は2ヵ月前より手l苅節部掌側 日巴x.carp_ ulnalisの付

着部に臨j医，圧痛， nll打による小指への放散痛，小指球

部より小J:1外側の知覚鈍麻を主訴として来院，保存的治

療によりう初来なきために手術施行，尺付管部において神

経輸の肥j写を明らかに認めた.外布jl経中~J剥隠し籾有; の切

離を行なった.術後 7ヵ月の現在かなり軽快するもなお

軽度の女11覚障害，および折の開排がや L不卜分である.

答:f写津〔前橋日赤整形外科〕

1) ~ Iニ外傷性とは大きし、 l 回の外傷がなかったという

意味である.

2) 反対側にも尺骨神経が脱ιlしていたが，X線上忠

側に変形性変化が強く，手術上も変形性変化を認めた尺

骨神経滞から脱臼して利l経が圧迫されていた.

発言-沖下(広大整形外科〉

外傷がないのに neuritisは起こ らないので，非外傷

性という言葉は適当でないと思う.
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質問 :石田(新大整形外科〕

知覚隙害のlぎlから見て dorsalbranch の知覚障'占が

あるが n.ulrarisの dorsalbranchは ulnartunnel 

よりもも っとproximalで分校しているのではないか.

答 :得津

知覚障害についてはご指摘のとおり少し不合理である

が，分校の variationでなし、かと考えている.しかし手

術野の範囲では確認できなかった.

61. 遠隔成績より みた遅発性尺骨神経麻癖の手術成績

上 平 用 瀬 谷斉 高 岸直人 田丸 卓朗

大谷武 山田 元久 武 田 守弘*

遅発性尺骨ネ111経麻癖発症の原因として，外反肘，内上

果変形症，局所の搬痕，尺骨神経!悦臼，外傷等が主とし

て考えられているが，原因のし、かんにか Lわらず，その

治療法として考えられる方法は，事11経剥自f[術，前方移動

術，滞形成術および骨切 り術等で，これらは単独にまた

は併用 して行なわれている なかんずく 1950年 King

らによって行なわれた内上果骨切り術は， 1)神経およ

び小血管にほとんど損傷をあたえないて‘すむこと， 2) 

表 1. 症

本法て、はこれらの欠点が少ないこと等の 4つの利点があ

げられ，有用な方法であると考えられたので，広島赤 |ー

字病院において，昭 35年より昭 39，2月までに 19例

の本法が施行された.またfS取大整形外科において本法

2仰lを含み 12例が手術的に行なわれた.内訳は神経長IJ

離術 6，神経;剥荷!t術+前方移動術 3，事11経剥離術+溝形

成術 1，内上果骨切り 術 21である.治療成絞の判定に

当っては，知覚 ・運動機能ともまった く正常なるものを

例.

No.[年令 | 性 | 原 因 受傷ー麻癖 |側刊 | jlÎ~ 状 治 効 果

I I32 1 8 11 年 14 年

2 1 42 ♀ 外傷 ・廠痕 3 年 12 年

3 24 8 傍創 ・搬痕 4ヵ月 3ヵ月

8 外反肘 26 年 3ヵ年

5 I 53 8 変形症 2 年

6 40 8 変形症 1.5年

7 I 33 8 外反肘 26 年 1.1年

8 29 8 18 年 1.2年

宮 外傷 ・搬m; 18 年 0.5年

10 I 57 8 変形 jtÎ~ 2 年

11 -16 8 外反)J.J 39 年 1ヵ月

12 59 8 変形IIF. 3 :11月

周囲組織の景IJ離が少なくてすむこと， 3)手術後も神経

は解剖i学的に正しい位置に近いところを通ること， 4) 

移動された神経が広下に移され Lば， 外傷に曝されやす

く，筋肉内に移動されれば，被痕にて狭窄されやすいが，

ホ M.Kamihira， H. Setani:鳥取大学整形外科;N. Taka. 
gishi， T. Tamaru， T. Otani， M. Yamada， M. Takeda: 
広島赤十字病院整形外科 (広島市民IIIJ).

Clawhand知覚鈍麻 I神経最IJ雌
骨切り術

64ヵ月 軽快

" " " 
64ヵ月 ヨ長治

/f /f /f 56ヵ月 完治

/f /f '口切り術 48ヵ月 米治

/f /f /f 47ヵ月 軽快

/f /f /f 44ヵ月 白フ土tI'E‘i 

/f /f 31ヵ月 完治

/f /f 

11切り術
28ヵ月 軽快

/f /f /f 28ヵ月 未治

/f /f /f I 25ヵjj| 未治

/f /f 什切り術 48ヵ月 完治

/f " /f 13ヵ月 軽快

完治，知覚 ・運動機能ともごく軽度の障害をみるが，日

常生活には不自由がなく，萎縮も軽度となってきたもの

を軽快，不変か知覚守ーや与改善されたものを未治，術前

より恕くなったものを恕化とした.術後 2年以上たって

予後の判明せるものは 22 症例に及び，布1 1経剥自f~術では

6例"1-1完治 1，軽快 2，未治 3，神経剥離術と前方移動

術併用例では完治なく ，軽快 2，未治 1，ネ111経剥雌術と
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総形成術との併用例では完治 1，King法では完治 4，

軽快 4，米治 4となっている.上平らは，運動神経最大

伝導速度 (m.c.v.)を継続的に追究し，その 9例につい

て検索を行ない m.c.v.が大， すなわち変性が進行し

ていない例は比較的すぐれた成績であるが，他の原因に

起因する神経損傷と比t佼すればはるかに劣る.これらの

成績は神経縫合の場合と同様で，尺骨相11経および支配筋

の特殊性が考えられる. 剥高It術のみでは相当の m.c.v.

を有したものでないと治癒しがたいが，j両方移動術を併

用した例および King法では 10m.p.s.の程度でも軽

快を示している また外反肘の程度が軽い例は m.c.v.

も比較的大で，治癒率もよく， f~度なものは m.c.v . も

小さく成績も劣る. しかし King法では 20
0
以上の外

反肘でも良好な成績をおさめている.また麻癖発症の原

因によってその成績を分類してみると，変形症によるも

のと，外反肘によるものとの成績に差がないことがわか

る.麻簿発生から手術までの期間が問題である.麻ili;i.発

生の時期を明確に刻1ることは困難であるが，知覚鈍麻を

訴えた時期を基準としてみると， f也の神経麻痔の場合と

大体同じ傾向を示している すなわち麻痔発生後 2年未

満のものでは，完治 6，軽快 6，未治 4と 75%の治

癒率を示しているにもか Lわらず，発病後 2年以 t経過

例では，完治 0，軽快 2，未治 4と著しく成績が恐い.

また尺r，'J'事11経のこのように比絞的rl'枢出に近い部分では

支配紛である小"'J問筋併の萎縮の回復にかなり長JOIを必

要とするであろうことは当然、考えられることで事実，術

直後jど必の知覚鈍麻の |旦l復が平~ーしく改善されたと思える

症例が多いにもか Lわらず，運動機能の回復，101萎縮

の回復は遅々としており King白身も述べているごと

く，その評価の最終決定には 5~ 10 年が必要であろう

我々の King法による成績は術後 23ヵ月より 64ヵ月

に及んでいるが，完治は最短 31ヵ月，軽快は絞短 28ヵ

月を要している Kingの竹切り術に加うるに神経剥

離を併用すべきかどうかはまた lつの問題点である.神

経が異常狭窄を受けている'1'服部に事11経l匝をふれること

がかなりの数にみられる. この場合この神経脆に神経外

剥離または内剥雌を併j日するかは迷わされるところで

ある. 内剥離 2{7IJはいずれも未治の成績をおさめてお

表 2. 正 'ì;~' 人尺骨神経の肘関節部における状況.

)ß~臼

移動

不動

( )内はイT症状

46 (1) 

40 (2) 

7 (2) 

り，外剥離も必ずしも良い成績をおさめているとはし、わ

れない.単に'庁切り術だけにとめているのが最も良い成

績であった.また和11経潟の問題をたしかめるために軸写

をとり目下研究中である.これら麻簿発生の原因の 1っ

として神経脱臼が問題にされ，脱臼したや11経が外傷を受

けやすいとの報告例が見られる.そこで我々は入院およ

び外来忠者 93名を atrandam にとり ，尺骨神経の

肘関節部における状況をみるにJJ.J関節の屈曲とともに脱

臼または移動するものが大半で 86名にも達しており，

むしろ尺骨利i経は肘関節の最大屈曲とともに側方移動を

起こすのが正常で，これがなんらかの原因によってその

移動性を制約されたときに神経麻簿が起こることが多い

のではなかろうか. O!Ij}J移動を布するもの 86名中なん

らかのときにパ骨神経支配域に知覚鈍麻をおぼえるもの

は 3名であったが，不動のもの 7名rl'有症状-&2名で

あったことは，このことをより考えさせられるし，また

外反IJ、Iや変形症によって木京を起こした例は他s!l1に比し

移動性が少ないということは推測をさらに強く災付ける

ものである 以上，遅発性j寸J'J神経麻停の手術後 2年以

上経過した 22症例の治療成績よりして次のごとく結論

した.

1) 症状発現後 2年以上たった症例では完治は認めな

いが， 10年以上たっても軽快させ得ることはできる

2) 各種手術の比l肢の中では King法が最も良い成績

であった.

3) King 法と神経剥出11i~;jの併用よりは King i.よだけ

が良い成績をおさめている.

4) 木症の発生は，尺台・神経の肘関節屈曲とともに起

こる側方移動の抑制がl!hl与している場合が多いのではな

かろうか.
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62. 長母指屈筋および示指の深指屈筋麻癖を主徴とする

症例の原因に関する考察

田島達也 宮本音行 笹尾市青*

長母指屈筋および示指の深指屈筋のみが主としておか

される特有な麻痔の報告は少数ながら， Parsonage & 

Turner (1948)， Kiloh & Nevin (1952)， Thomas 

(1962)， Fearn (1965)，森崎 (1965)らによってなされ

ている.私たちも向燥な症状を呈した 3症例を経験した

ので，その原因や治療について考察を加えて報告する.

症例1. 28才，主婦.

初診の約 2ヵ月前左上!腕から前)腕に放散する修痛があ

り，その後左母指 I.P.関ili'i，示指 D.I.P. 1対節の屈曲

力の減弱に気づいた.初診時，左前腕屈筋f，fの軽度萎

縮，母ji'iI.P.関節，示指 D.I.P.1芸l節の屈曲不能を認

めた.しかし正中神経支配領域の知覚障宮はまったくな

かった 臨床検査では赤沈は 1時間値 67m m， 2時間

値 109mmと充進し， CRPおよび RAtest陽性.白血

球像では酸好球が 14%と増加していた.筋電図上問題

図l. 症例 1は正中神経および前骨問神経の圧迫所見は
みられなかった.

はあるが長母指屈Ii}j，示指深指屈筋に，安静時では 五b-

rillation様 potentialを， 随意収縮H寺では lowamp・

litude NMU potentialを長ほ指屈筋に認めた.手術に

より正中神経の筋校である前fj'間神経を十分箆:.l:lした

が，明らかな圧迫所見は認められなかった.またli白什同

事11経の直流単発刺戟により母桁 I.P.関節，示指 D.I.P.

関節の屈曲がみられたので，この神経の伝導性が保たれ

*T目 Taiima(助教授). S. Miyamoto. M. Sasao:新潟大

学整形外科.

ており自然回復を期待できると判断し，それ以上の処置

を加えす.手術を終了した.組織検査では回内円筋に筋原

性筋萎縮を忠、わせる所見を，長掌筋腿の硬結部および手

関節部滑膜には↑受性炎症像を認めた.術後 4ヵ月で両筋

とも正常に近く回復した.

手術所見から本例の原因は前'百聞神経の圧迫によるも

のでないことは明らかである.一方本例においてリウマ

チ反応の陽性であったことからリウマチ性の筋委縮，さ

らにその他の筋原性筋萎絡も一応考慮されるが，筋委縮

が片側性で前腕屈筋に限局している事実を考慮すると，

その可能性はきわめて少ないように思われる.また前駆

症状として上腕から前腕に放散する疹痛のあったことか

らneuntlsや前角細胞を主病変とする myelitisであっ

た可能性も否定できないと考えられる

症例 2. 39才，男，公務只.

初診 6ヵ月前，回}j易末端炎の手術を受け，その後も下

痢が統いていた 術後3ヵ月突然，左訂関節部に激痛を

きたした 疹痛は約 7日間で消失し，その 3日後に左母

指 I.P.関節の屈曲不能を認めたが，知覚障害など他の

神経学的所見はなかった.そこで， 長母指屈ir}j肢II皮下断

裂の診断で・手術を施行したところ，術前の診断に反して

長母指屈筋腿の断裂はなく，筋腹はや L白みを刊び自動

的筋収縮はまったく認められなかった.治療としては，

第 3浅指屈筋)胞の長母指屈筋腿への移行を行なった.組

織所見で・は筋線維の婆縮と変性が認められた.術後 2ヵ

月で機能はほ X正常近くまで改善された.

木例は手術時，正r同 11経を追求しなかったので前骨問

神経の圧迫麻痔であった可能性も有定できない.また発

症時，肩甲部に激痛のあったことから neuritis や

myelitisによる麻簿であった可能性も否定できない.

症例 3. 40 _.r，女，工只

特に誘因なく初診から 1年半前より左母指，示指にカ

がはし、らないことに気づいた.初診H寺，左母指 I.P.関

節，示mD.I.P. 1児節の府lilllll章害が認められた この例

は上述の 2例と異なり，中J町長腹にごく軽度の知覚鈍麻

も認められた.手術時，長母J行屈筋と示指深指1a筋は互

に筋線維の一部が移行しており，刺戟による興奮性も低
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図 2. 症例3は後々 な先天異常が前日前Om側部に.r.!.られた.

下していた. JJミ'1"神経の l直径は健治'成人の約 1/2に減

少していた.示指と小指の浅指l引万は共通であり筋!阪の

一部は速位方向に伸び carpaltunnelにまで達してい

た.これに対し腕憐'IJ筋l院を長ほ指屈筋)出へ，第 4浅指

照筋腿を示折深指屈筋)院へ移行した 長F.H旨屈筋と示J行

深指屈筋の所見ではともに高度の萎縮と変性が確認され

た.

術後 5ヵ月で機能はほ x正常に改苫A された 木例は

neuritisや myelitisを思わせる前駆症状はなく ，緩慢

な経過をとった例で，下指をはげしく使う工只であり ，

そのうえ先天的5異常のあることから解剖学的特異性に

よって， 1白A視下に確認していないが前"，].間神経がf日目さ

れて麻砕をきたしたものと怨像される.

考察

以上の 3症例は前'庁間神経支配の長ほ指府筋，示J旨j京

指屈筋の府、痔とし、う共通な臨床所見を呈している.この

所見を呈する民患として前tJ川相11経の entrapment

syndrome，種々の原因による neuritisまたliiI角細胞を

主病変とする myelitis， その他筋原性疾.'，ふも考えられ

る.私たちの 3症例のおのおのについて， 七述した諸原

因のいずれであるか依定できなかった

一般に長I:;:J行j白筋，示JfI深J日[!筋の麻Nlを主症状とす

る疾患の原因は 1元的でなくそれを確定することは必ず

しも容易であるとは|授らないように思われる そこで|臨

床所見から版図を決定することがむずかしい場合には前

'，'J'聞神経ならびにこれら両!iJiを嵐山し， I去!日艮的所」ム電

気生理学的所見，さらに要すれば biopsyによ って組織

所見を検査することはきわめて役に立つ処置と思われ

る.なせ.なら，まず第 Hこ， lìíi竹間神経およびl~ / ;J: J旨屈

筋，示Jii深J旨屈!iJiのj切l復を百五社1することにより entrap-

ment syndromeの有無をほ工総実に診断し件る.第 2

に，たとえ診断を確定できなくとも両筋筋腹の変性程度

ぷ々2予
【---N. medianus 

Entrapment 
s、ndrome __ 
(co町lpreSSl0n
neuritis) 

M. pronator teres 

--- N. Inteross. ant. 

111. flexor sublimis 

~I 、 oge nlc __ 
disease 4
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図 3 長母J:1応筋および示指深指屈j切fHW草の!京[}~は l 元

的でないように思われる

により放置して回復を期待すべきか芥かの下11定がほ工可

能となる.第 3に，もし白然回復が困難と判定されれば

直ちに腿移行f析を行なって短期間に機能の巨llUをはかる

ことが可能となるからである.

追加 ・綿谷(阪大盤j杉外H)
本年3月の京阪神m談会で発表したことがあるが，こ

のような症例lの原因について，私の考えを迫加する.

』日近 1年以内に 3例経験している そのうち 2例は

anterior interosseous. nerve palsy とでもいうべき伊IJ

である.今 1つの症例lは highmedian nerve palsyと

でもいうべき例である.私は，このようなものを漠然と

pronator syndrome と考え，その原因は，不満足なが

らも Kopell や Fearn のいうように compresslOn

neuropathyであろうと考えていたのであるが，このよ

うな症例に閲する過去の綴告例をしらべてみると Spi-

llane (1917)や Parsonage& Turner (1948)は，い

わゆる shoulder-girdlepalsy typeを報告しているが，

Parsonage の報告例巾 5例は anterior interosseous 

nerve palsy typeを合併し， 1 (7IJは ant.inteross. nerre 

palsy type しか認めていない また Kopellの例は主

として intrinsicmusc1eへL、く 神経*Jilaltがおかされて

いるものと考えられる. さらに弘の第 3症例J (high 



も本症候に specific なものではなかろうと考えている

ものであるが，たど今報告された例で ant.inteross. 

nerve の圧迫症状を認めなかったrLJ，大いに意を強く

した次第である.

質問:片岡(神戸大整形外科〉

Nerve root avulsion で上位野の場合，大胸筋の麻

痔を伴うことが多いが，このような場合には僧帽筋を用

いる.たとえば Batemar法等は成需では禁患とされて

いるが，このような場合には，筋挺利用の肩関節機能再

建術はし、かどなされるか.府関節固定術をされるか.

発言・ 津下(広大整形外科)

原因がよくわからないで，ある経過で治ってしまうの

があるのをときどき経験する.

393 題演般

median nerve palsy type)を合せて考えると，これら

に一貫した原因として radiculitisや peripheralneu-

ritisを考えるほうが妥当ではなかろうかと考えて，

Shoulder girdle 

palsy type 

High median nerve 

P向 t州一Prona伽

syndrome 

Radiculitis 

or/and 

peripheral 

neuritis 
Ant. interosseous 

nerve palsy type 

のように分類してみた.

Kopellゃ Fearn は anomalous五brousband に

よる圧迫として各 1例報告しているが， これは必ずし

伊リ3 の形変Madelung 63. 

橋本守生*

みられない.た Xし症例 2では高校時代パレーボールの

選手であったことがあり，症例IJ3では 15才のときから

ミシン裁縫を職業としてきていた. 5才のとき頭部外傷

の既往歴をもっ症例 1は，その影響による後遺症かと思

われるが，現在も下肢の腿反射の充進およびク ロー ヌス

があり，第 7~8 JJ旬髄以下に知覚障害を呈していた.脳

波に異常所見があったが，その他の血液，糞尿等に特記

すべき所見はない.

症例J2， 3の|臨床諸検査にもとりあげていうべき異常

所見を欠いていた.

各症例の手関節の変形は手部が~;.側にずれ尺骨の遠位

部が背尺側に突出していて，Madelung変形としては多

くみられる銃剣型を呈していた.

手|潟節の運動範囲は症例 1の忠、側と症例3の両側に高

度の機能障害がある. 手|苅節部の X線所見を Anton，

Dannenbergらが記載した Madelung変形の 12のX

線所見と照合観察すると症例 1に最も多彩な変化があ

る.

手関節以外の変化では 3症例とも両側肘関節の外反

を有し，程度の差はあるが， Madelung変形の強い怠

側に比較的高度の外反度を示す肘関節の機能は，症例

2， 3は正常， 症例 1の右l1，j関節に軽度の屈曲制限がみ

られた.

山浦伊裟吉

1 WUは 12才の男子， {也は 21才および 24才の女子

で外観上 Madelung変形はし、ずれも片側性にみられた

が，X線検査によって女子の 2例は両側性に認めた.

3者に共通する主訴は各手関節の変形であったが，症

例 3においては運動後の手関節の広痛が加わっていた.

手関節の変形に関係があるかと思われる直接の外傷は

症例 1にみられる 10才のときにうけた捻挫以外に特に

本l.Yamaura. M. Hashimoto 東京医科目雪科大学整形外科.
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手指の什絡の変化では症例 2の両側第 5中.ili'i'l']の短縮

があり， ij'幹部はJ亡くなっている.指節関節機能には異

常がない.

症例 1の主訴の lつである両下肢長の差は右下腿に約

1，5 cmの短縮があり， 外観上右下腿に筋萎縮と右足関

節の内反があった.

X線写真では才7腔骨迷{立rrj'端線が閉鎖しているかのよ

うな所見があるが，緋骨の'汁端線は正'ffi・な発nをしてい

るため右足|長l節は経度内反位をとっている.

この忠者の脊柱に軽度のS状仮IJi9JがX線写真で認めら

れたが，椎体~に発育障害または先天異;訴を示す変形が

ないので，おそらく下肢長の差からくるところの機能的

側湾であろうと考える.

治療は.Madelung変形および主主訴が比佼的経い症例l

2を除いた他の 2例に鋭血的治療法をとり ，症WIJ1Vこ対

し機什，尺1JのrlJ切り術と骨短縮術を，症例 3に対して

は尺'，1'のみの'Fj切り術および短縮術を施した.

症例 3は術後 10年を経過しているが follow-up が

できず.}来絞は不明であるが，症例 lは術後約 1年余経

過した現在，変形の矯正および手関節の機能に改普がみ

られる.

まとめおよび考察

Madelung変形が外観上片側にみられた 12..rの男子

I人. 21才. 24才の女子 2人につき全身的にX線検査

を行なったところ，表 2に示すような'，'J')怖の民常があっ

た.

症例 1の上下肢にみられる所見は 1929年 Heri& 

表 2， 全身骨格の異常.

症例 1 (o) 症例 2(甲〉 症例 3 (空〉

Madelung変形 IMadelung変形 IMadelung変形
(布) (両側) I (両側)

外反肘 | 外反 M 外反!付
(両側) (両側) I (両側〉

腔fi'下端廿発n 2115指中節骨・の
異常(布) Jini~常(両側〉

Weilが報告した dyschondrosteosisの所見に類似する

点がある.四l政'11"の'j'.ili'iすなわち上肢では溌 ・尺骨，下

肢では腔 ・緋竹竿に限って，什発育異常が認められるこ

とが dyschondrosteosis の特徴であり ， また前腕に起

こる変形は.Madelungのそれにきわめて似ていて，下

肢の異常としては下腿長の短縮，膝内反，および股'jijの

外'，j腫をみるものがあると記載してある.

最近の文献では Langerが dyschondrosteosis と

Madelungとの間には，はっきりした区別はなく.Ma-

delung はた工予関節における特異的なぎE形の呼称であ

るといっている. 我々の経験した症例 1も Madelung 

変形に随伴した他部骨絡の異常とみるより全身fl系統疾

患 dyschondrosteosis の部分症としてこれらfl絡の発

育異常を考えるほうが妥当かとも思われる.

なお治療に闘しては'円ー発育が停止していて機能阿1';!tの

少ない症例lには観血的処置は不要で，，n発育WIにあるも

ので、変形の噌加が高度の場合には観血的療法の必要があ

ると考える.



395 

64. 上肢にみられた神経病性関節症の 3例

鈴 木良平 舟 山 正和 三浦英男 木村史夫*

上肢にみられた神経病性関節症を 3例経験したので報

告する.

症例1. 49才，女，主婦.

家族歴:特記すべきことはない.

現病歴本症例は第 24回東北整形災害外科学会にお

いて，頚部脊髄炎後に発生せる神経病性足関節症の 1例

として報告したものであるが，その後の経過観察で，右

手関節にも同様の変化を起こしてきたものである.

現症:上肢腿反射は正常であったが，両下肢は産性

麻痔の所見で， 病的反射も認められた. 両鎖r11・以下に

あらゆる知覚の鈍麻が認められた(図 1a).血液，髄液

ワッセノレマン反応は陰性.

た'円。紋壊像がみられ，これら手恨骨聞の関節裂隙は不規

則，不明|僚となっていた

症例 2. 43才，女，主婦，製糸工.

家族歴 :特記すべきことはない.

現病歴:24~25 才ごろ台所仕事中， 突然頭部右側より

右上肢に放散する瞬間的な激痛があり，以後，右上半身

の発汗，t昆覚および痛覚の異常に，さ らに右手関節の腫

脹に気づいたが，疹痛がないため放置，変形増大を主訴

に来院した

現 症 :I臨床1'111経学的には，反射は右上肢で消失して

いる以外は正常.病的反射を認めず知覚は胸部で交叉す

る痛覚，瓶党の$11i麻ないし脱出を認めた(図 1b).ワッ

Tastsinn Schmerzsinn Temperatursinn Schmerzsinn Temperatursinn SchmerzsInn Temperatursinn 

重量 An白 山

a. 

局所所見 . 右手第 4~5 指に屈曲拘紛があり，筋力は

全般的に低下していたー右手関節は挽'jj側背s!IJでびまん

性に腫脹しているが，圧痛，発赤，熱感はなかった.運

動は背屈 45
0

，掌屈 40。で，尺 ・挽屈は軽度flilJI浪されて

L、tc..

X線所見 )tr:lH'L大菱形'!?，有頭'円に'I'J'ljE化を伴っ

* R. Suzuki (教授)， M. Funayama， H. Miura:福島医科
大学整形外科;F. Kimura:社会保険福島二本必病院整形
外科(二木般市成田).

図 1.

b. C. 

セノレマン反応は血液，鎚液ともに陰性であった.

局所所凡.右上肢には程度の筋委縮が認められ，手関

節は全周にわたって骨-機硬度の凹凸不平の変形がみら

れ，あらゆる方向の運動が制限されていた. ~刺液はご

く少量しか得られなかった.

X部長所見: f)~ .尺'11下端および手線'IJ・に71萎縮， '11'磁

波，刊新生が混在し，遊出ff体の形成がみられ，手線'円ーは

全体として訟側に!lli)脱臼位をとっていた(図 2a). 

経過右手関節に対し遊離休摘出， Abott法による
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a. 

b. 

図 2

関節固定術を}j匝行.病理組織学的には， fj組織rl'に鷲胞

形成があり ，また一部に'丹吸収像が認められた.術後 6ヵ

nで，臨床的 x級学的に'汁癒合完成し (1司2b)，現在

製糸工として働いているが，なんら訴えはなかった.

症例 3. 44才，女，主婦，塗装工.

家族歴 :患者はー卵生双生児の妹で，剣jは脊椎カリエ

スである.

現病歴 15~ 16 才ごろより左上肢に温党と痛覚のな

いのに気づいていたが，最近 3~4 年前より左肘関節部

に腫脹が現われ，変形を主訴に来院した.

現 症・臨床神経学的には，反射は左上肢で消失して

図 3.

いるほかは正常で，病的反射も認めず，知

覚は C2-T6 の聞で左上肢を含む左半身の

温党，J市立のj侃山を認めた(図 1c). ワッ

セノレマン反応は血液，髄液ともに陰性であ

った

同所所見左上肢は全般的に筋萎絡がみ

られ，左JH関節はびまん性に腫脹し，波動

を認め， 遊~If.体を触知する こ とができた.

運動は屈曲 60
0
，伸展 130

0
であった.

X線所見:骨破壊，骨委縮，什硬化，骨

新生の混在と多数の遊離体形成が認められ

た(図3). 

経 過:左肘関節に対し遊離休摘出， 関

節切除術を行なった.このとき数コの遊離

体が得られたが， その X線像では骨梁の

明瞭なものと，不明瞭なものとがあった.

術後 4週自に関節付き肘関節支持装具を装

着，現在経過観察中である.

考察

神経病性関節症は Mitchell(1831)， 

Charcot (1868) らの報告に初まり ，脊髄

務，干f髄空洞症を代表tこ，その他種々の中継性，末相性

布1
'
経疾忠の際にみられることが知られている.我々の症

例J1は頭部脊髄炎であり，症例 2，3は脊髄空洞症が疑

われる.

発生機伝については，Charcotらの栄養神経障害説，

Westphal (1881)， Volkmann (1882)らの外傷説，その

他種々あり ，また数多くの臨床的，X線学的， 組織学的

研究および動物実験による研究が報告されているが，統

一的見解はない.Eloesser (1917)は，ネコの脊髄後根

を切断し，運動させると，求心性神経路の断たれた領域

の関節に神経病性関節症の起こることを， また Corbin

& Hinsey (1939)は，同様の実験で，脱神経された領

域の関節を固定するとなんら変化の起こらないことをみ

ている.Petrie & Feindle (1953)は先天性痛覚脱出症

に伴った本症の 1例を報告，臨床生理学的に痛覚以外の

神経系は正常で， 組織学的には 神経終末に異常をみな

かったといっている.我々の症例 1は松葉杖を使用して

手関節に，症例 2は職業柄手関節を多く使用すること，

症例 3は肘関節をl'ii'dJf!する塗装をしている点，本症の発

生にはJiii党の陣容を基盤に持続的な小外傷の加重が大き

な役割を演じているものと }~われる .

木症の発生頻度は， 脊髄空洞症で 20~25% (Schlas-

inger)の訓で発生し，その大部分は上肢で，特に局以l
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im'i， M関節に多いとされている.症例2のように，手関

節にみられたものは比較的稀な例と思われる.

X線学的には，基本的には萎縮型と増殖型とに大別さ

れ，上肢では前者の傾向が，下肢では後者の傾向が強い

といわれている.我々 の症例 1と症例J2， 3との間には

明らかな相違があるが， Breilsford もいっているよう

に，経過の相違によるものであろうと思われる.

治療法については，保存的か，観血的か，これまた議

論の多いところである.上肢について木邦盤形外1"1領域

で報告されている例は少なく ， 治療結果も思わしくな

い.我々の症例 2は手関節悶定術を行ない，臨床的，X

線学的に1i総合が得られ，満足すべきものであった.症

例3は関節っき品j関節支持装具使用中であるが，局所の

変Jfj J:l1~は認められていない.

f忌後に，症例 3において，術後，全身にかゆみを伴っ

た発疹をみたが，知覚障害部位ではかゆみの訴えがな

かった.かゆみが痛覚の一部であることを臨床的に示唆

していた札興味があったので付言しておく .

65. 筋の動力学的見地よりみる肩関節機能の再建

山 田憲吾 野島元雄 井形高明 遠藤寿男

井手正敏 井出州紀 山 本博司*

肩関節は上肢と躯幹との間に介在し，人体で最も広範

囲の運動を示す関節であって，上肢ことに手指の機能に

重大な関係を有している.したがってこの肩の機能破綻

は日常生活に重度の支障をもたらすことはし、うまでもな

い.しかしながら従来肩関節の機能再建には関節悶定術

等による静的安定を企図する方法が広く採用されている

が，必ずしも満足すべきものとは思われない.そこで私

どもは肩関節の機能解剖学的特殊性を考慮し筋院移行形

成術によって動的安定を付与し機能の改善を計ってい

る.こ与にその再建術ならびに成績について報告する.

なお本法に関連した肩関節の機能解剖学的研究について

は，これまで日本整形外科総会等において報告してきた

ところであり，ご参照願えれば幸いである.

麻痩肩の再建

日常生活において，上肢なかんずく手指が顔面まであ

がる範凶の沼運動があればさして不便を感じるものでは

ない.すなわち外転 50
0
内外で，約 100。まで上腕の挙

上ができれば満足するにたりる肝機能といっても過言で

はあるまい.そこで，私どもは麻痔肩の治療に際し上述

の運動範聞の，いわば単軌性関節の肩の再建を企図し以

下に述べるごとく筋腿移行術を行なった.

すなわち機能保全筋である大胸筋鎖骨部の肩峰への移

行ならびに僧Ip@筋鎖骨部の三角1iIi付着部への移植を主体

としたものである.か与る筋移植術により上腕'斤に 2つ

掌 K.Yamada (教授)，M. Nojima， T. Igata， H. End凸，
M. Ide， K. Ide， H. Yamamoto:徳島大学整形外科.

の異なった方向の作働力がもたらされ，これらは図 lに

示すごときベク トノレに合成されるので，所期の運動軌を

介して上腕挙上が起こるものと考えた. なお上位型l民

事11経法麻簿にしばしばみられる肘屈曲障害に対して，日

、F， : 移M大，j(~筋力
F. :移Wf';':'中日筋プJ

F， :上腕挙上力

図 1 力学的解析a

再建施行例には， 同時に肘の屈曲ならびに前腕回外運

動の改善を計らんとして 2次的に Bunnell's fiexor 

plastyを追加した. またJH関節機能障害の改善のみが

要望される症例には機能を残存する大胸筋の上腕骨付着

部を切雌しこれに筋膜艇を付着して， 二頭腕筋筋腹に埋

没するように縫合しながら末梢に至りその腿部に縫着す

る手技を用いた.

現在までの経験例は8例であり ，すべて腕神経法損傷

後の非回復性麻癖と認められた症例であった.再建後の

肩機能は表 1のごとく所期の目標をうわまわるものがあ



てきた.ちなみにこの筋性

代償機械の強化を~I れば関

節に対するftlEfj}j効果のm強

が期待できるものと考え健

常肩の機能解剖l学的特殊性

を加味して，次の 2様の筋

!陸移行術を設定した

その 1つは肩甲下筋を上

腕骨の結節間務外側に移行

するとともに二頭腕筋短

頭，烏，1腕筋の付着を肩甲

骨頚部に移行間定し丹頭

逸脱部に 2.ill:の支えを造設

したものである.木法を 4

症例に適応、した.

他の 1つは大胸筋$J1'rJ-部

および三角筋後来の一部よ

り有柄筋弁を作製し，これを上l腕'月刊以下に通しそれぞ

れの対側の烏口突起，上版腕!'円

に悶定し，両筋弁の能動的収縮により JJ5?，ι|を阻止せんと

した.この方法を用いた症例は 1例であった.

数f定例ではあるが， 術後 3~5 fj三の現在日的をよく達

成し， J悦臼再発の徴を認めず上肢の挙上にも附25がない

(友 2).なおriii述の)腕神経叢損傷例の麻痔性肩脱臼に木

法を適応し，麻舛I沼再建ともども一応成功を修め得たこ

とは興味深い.

以と提示した手Wi法については適応ならびに手技の詳

細に閲し種々のr::J!mがあるものと考えられるが，これら

を快晴に配慮すれば十分その再建を計り得ると思われ

る.

月1967年 3科外青5整巻 18・号 4398 
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0
であり，

筋粗大力もかなり強く，日常生活にも仰'，1千がない.移1ID

筋の筋電図からは，移植大胸筋ならびに的開放iはともに

上肢挙上に伴い活滋な放電活動を呈し，合理的協調作用

を蛍み静動的効果を発悔しているものと惟定された.11、I

関節機能の改善も友 1でうか工えるようにIJ.Jの厄:1111度な

らびに知山力ともに満足すべきものがあった

習慣性肩脱臼の再建

習慣性荊)悦円修復に対して私どものとってきた態度に

|刻しては再度にわたり整形外科関係の学会において報告

してきたので，今回はまとめてその要点を述べるにと x

めたい.

もっとも本杭についても，ひとえにその発生原因にJlIJ

した治療法が明まれるわけ

であるが，私どもの経験例

からしても本症の本態を追

究することははなはだ困難

である. しかしながら症例

の病態を仔細に倹'ぶしてみ

ると，関節包や'lJの異常の

いかんを問わず上l腕挙上運

動時にいわゆる筋性代償機

構が肩周囲1i}jに現われ関節

の安定効果を高めるようで

あり，か L る機構の破綻を

契機として'行政の逸脱をよ

ぎなくされることがわかっ

2. 
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附;1車白川!日t臼例.
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質問:原 (東大盤形外科〕

大胸if)iを筋移植に使用するのに具体的に筋力テス トで

どのくらいの筋力があればよいと考えているか.

も一応試みてみる必要があるが，その他の状態を考慮し

て最後に固定術を行なう場合もある.

答:井形 (徳大整形外科〕

1) 大胸筋の麻簿例に対しては Kopfnicker の利用

2) 大)j旬筋の筋力としてはパネ秤で測定し，健側の

80%以上あれば一応十分といえる. そのほか負術筋電

図の所見も加味する必要がある.

66. 指の断端形成における移植骨の推移

鳥 山 貞宜 池田 圭吾*

我々は指の断端形成に際し指骨または中手骨の断端に 初診時所見 :右示指は D.LP.関節より約 lcm末梢

1'j移植を行なった定例のうち追跡可能な 6f71jについてX {jUIで、切断されている.

線写真を船影し，移値'rJ片の経時的変化を観察するとと 昭 37，3月，症例J1と同様な方法により手術を行なつ

もに，手指の壊死に際し残存せる指骨を有茎皮l内弁で被 た.移11白骨J-)ーは長さ約 lcmのものである.

った 2秒IJについても問機な検索を行なった.また実験的 術後 4 年の現在'r~j 吸収は認められない.

に家兎の)j易'口部に筒状皮府弁を作製し，これにfj"移舶を 症例 3. 24.-f，男子.

行なって移植'丹の推移をIOI.察したので臨床例を主とし， 昭 37，4月，右環指を受傷.

実験方法の概略について述べる. 昭 38，1月，症例IJ1と同様の方法にて手術， 移従i骨

臨床例 は長さ 0.7cmのものであった術後 3年，骨吸収はみ

短い骨片を移植したもの られない. すなわち短い什)~ーを移植した場合には'百吸収

症例1. 30才，男子. はほとんど起こらないように思われる

昭 36年外似により左示J旨は末節骨近位端 0.5cmを 長い骨片を移植したもの

残して切断されている.昭 37，11月有茎皮肝移値およ 症例 4. 47 .-r.，女子.

び骨移舶を行なった.術後 3年 1ヵ月ではほとんど'自吸 昭 35，5月，左示指を P.LP.関節部で切断.同年 8

図1. 症例 1.術後3年1ヵ月，骨吸収像は見られない. 図 2. 症例IJ4.術後2年，著明な骨吸収像が見られる

収像は認められない(図 1). 月の所見では左示指は基節rfi遠位 1/4の部で切断されて

症例 2. 23才， 男子. いる.

昭 36，10月右示指末節部を切断. これに対し造指術を行なった.術後 2年では， '11'吸収

* S. Toriyama (助教授)， K. Ikeda:日本大学整形外科. が著切である(図 2) そこで昭 38，10月，長さ約 3cm
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のJl易骨片を再移値した.再手術後 2年を経た昭 40，11 

月のX線像では著切な吸収像は見られない.

症例 5. 36才，男子.

前症例とほ X同様に長さ 3.5cm の腸骨片を移値した

ものである.術後 3年 4ヵ月のX線像では約 1cm の長

さの短縮が認、められる.

中手骨を移植した症例

症例 6. 45才，男子.

熱ローラ ーに巻込まれ壊死に陥ったので有茎皮膚移植

を行なった.この際第2中手骨を切断，骨膜を剥離して

第 4中手fj部に移植した.第 3，4中手'丹が同程度，同

形態で吸収されている.すなわちこの場合は骨膜の有無

および移植骨か非移植肯ーかに関係なく吸収されている.

壌苑に陥った手指の軟部組織を切除して有茎皮膚弁で

置きかえた症例

症例 7. 23才，男子.

I.P.関節より遠(立部の '1次部組織を有茎皮膚弁で置き

かえたもので，術後 2年 10ヵ月のX線像では吸収は見

られていない.

症例 8. 19才，男子.

6年前合指症手術後嬢死を生じたので，末節rlijを切除

し，中節骨を有茎皮膚弁で被った.以後 5年 10ヵ月現

図 3. 症例U8.術後5年 10ヵ月，骨吸収著明である.

在，中節ijは基部を残してほとんど吸収されている(図

3 ). 

臨床例のまとめ

以上の結果をまとめると次のごとくである.

1) 長さ 1cm前後の短骨片を指断端に移植したもの

はほとんど吸収されていない

2) 長い'!j'片を拶植したものは期間の長短.程度に差

はあっても，ある程度ーまでは!吸収されている.

む しかし症例 4に示されたごとく，第 2回目に移値

された骨のaii.収速度は初回に比し遅延している.

4) ほ X同γ 条件の皮膚デl'内においては，非移植骨，

移植骨をr:iJわず，また骨膜の有無に関係なく同様の吸収

過程をたどっている.

動物実験について

以上のごとき臨床例に対して実験的裳づけを求めるた

めに我々は家兎背部に筒状皮膚弁を作製して自家台移備

を行なった.移植後 8週日のX線像と組織像とは移植'行

の'百吸収過程が進行している所見が認められるが実験数

が少ないのでさらに種々な条件下における移値'白の運命

を追求する考えである.

追加:鈴木(関東労災整形外科〉

J文筒官移舶による造母指や挫滅指尖に，皮筒有茎他皮

を行なったのちに'目端に taperingが起こってくること

に私どもを興味をもってきた.

この骨吸収の原因は，循環障害ではないかと考え， ).宣

j手指の場合にはが〈筒形成後6ヵ月おいてから'，;j移植をし

て 2年以上吸収の起こらない症例にヒントを得て，最

近造母指には， 必ず 2次的に 6ヵ月後'行移植と neuro-

vascular island graftを行なって tapenngがみら

れなくなったように思っている.

追加:諸富(京都府立医大〉

第 1例はローノレ法による指形成と骨移値を行ない，そ

の移値骨の吸収過程を示し，他の 2t1IJにローノレ法による

指形成をまず行なし、 4ヵ月後ぐらいに骨(脇骨稜より〉

移他を行なって実用に供し得た例を示した この 2次的

官移槌のほうは吸収が少ない.

そこで第 1次にはロ ーノレによる指形成を行ない，移植

された皮膚が炎症もなくなり ，よき循環状態を待てから

(約4ヵ月前後) 2次的に骨移値を行なえば骨の吸収は

少ないようである.
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67. Littler法による pollicizationの3経験

高沢晴夫 有賀ふみよ 江黒博 今井清勝*

手の機能のうちで，母指の占める割合は 40% といわ

れており，この母指が完全，あるいは部分欠損した場合

の再建手術は種々な方法が発表されている.

最近，我々は 2症例 3手につき Littlerの方法に従っ

て，示指の神経血管っき移植による母指化術を行なった

ので報告する.

症例1. 3才4ヵ月，女児.

サリドマイ ド系睡眠薬服用によると思われる両側 5本

図 1 症例 1.3才4ヵ月，女児.
両側 5本指症(術後6ヵ月〕

指症で，右に挽 ・ 尺~r'l'癒合症が認められる . 第 1 指の母

指化術を両側に施行した(図 1). 

症例 2. 16才，男

電気鋸にて受傷， 左母指~節切断に第 2 中手'百複雑骨

ホ H.Takazawa. F. Ariga. H. Eguro. K. lmai:横浜市
立大学整形外科.

折を合併し，受傷後 3ヵ月半にて. M.P.関節に伸展拘

縮のある示指を用いて母指化術を行なった(図 2). 

2症例とも機能的，形態的にかなりの改善が得られ

た.我々は， この 3手術経験をもとに若干の検討を行

なった.

一般に示指の母指化術の適応となるものは Reidが述

べているように， その切断高位が中手骨， あるいは c.
M.関節にあるときであるが， それとても片側では必ず

図 2. 症例 2.16才，男。左母指切断(術後4ヵ月).

しも絶対的適応とはいえない. しかし症例 2のように母

指が M.P.関節よりわずかに末梢の切断であっても，

示指の M.P 関節に伸展拘縮がみられる場合は， 機能

的に障害のある指の除去と母指の再建という 2つの効果

が同時に得られるので，本法の適応、があるといえる.ま

た，先天性奇形としての母指欠損，特に症例 1のごとき

5本指症は絶対的といってもよいほどの適応がある.

この先天性奇形の場合の手術時期は，解剖l学的関係，
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発育段階，精神面などを考慮して決定されるべきであ

る 我々は 3才 4ヵ月で行なったが，この時期でも決し

て平すぎることはないようである.

手術手伎の点からは， まず皮切の ('F図が大切である

(1E13 ). 

図 3. jjE例 l.左.

症例 1，左側は第 1j行間肢が少し広くなりすぎ 2次

的にZ形成術を行なった.右側て・は背側の一部に遊離M

E主を必要とした.

症{9IJ2はft}:指球筋が残っているので，1土弁の縫合にか

なりの緊張かみられ，また指'主仮IJにはくびれを生じ，縦

の補助切1mを行なった 血管の処置では，示指背側の静

脈のifut存が特に大事と忠、われるが，症例 lのような先天

性奇形で、は~[j}J 1V長の走行こに異常がみられるので， jâの分隊，

!fj}J脈の結主主に際し注意が必要である.第 1J行形成不全の

特に強い右側では初回手術にて，凶l流が!吾、くなり，一時

手術を中止し， 1 週後に再手術を行ない"l~l 、成功しî~}た .

骨は '1'手 ~ïJ.の一部あるいは基節を含めて切除するの

で， fi'iの短縮が得られることが本手術j去の 1つの特長と

なっている.

症例JH1両側とも中手'骨骨ー幹部をほとんど切除して，

約 2cm の短縮を行ない，残った両省・M品を Kirschner

鋼線で固定した

この場合 Edgertonらの述べているようにrl-'子育の中

枢端を切除して，主主った末梢側をt剖lJJの手恨'rJに直妓固

定するほうがすぐれていると疋1われた.

症例 2では示折は基E↑iの一部を含めて第 2rj'手1'1を切

除し，残った基節を第 1 中手r，'l 中枢|却r~:'品 と固定した.

筋肉の処置，fO;指球筋が欠損しているときは，第 1背

~!lHj 問筋が短母Ji1外転筋に， 5r} 1等;官[IJ'，)'I日JiiJ:iが母折内転

1iJJに相当することになる. Riordan は Edgertonらと

同様に中手骨を1((接手恨什に同定し行間筋の付着部を

それぞれ 1つだけ末約の関節に，すなわち P.I.P. 関節

のところにずらすのがよいと述べている.これにより本

米の D.I.P.関節は移航された指では I.P.関節に， 同

様に P.I.P. IXiJ節が M.P.関節に， M.P 関節が C.M.

関節となり，機能的，形態的によりよいほ指が再建され

るとしているー

症例IJ1ではか L る甘関節の処置は行なわなかったが，

それでも術IIIiの機能がよかった左側は外t伝，内転で 60
0

ぐらいの運動域を示し P . I. P 関節も 1O~90。 の内勤

運動可能で，pinch， gripができるようになった

一方，右側は術liijの機能が15、かったので， nJ旨化術施

行後 2次的に対立筋j形成術(第 4指浅指屈筋艇の移

行〉を行なった 術後 6ヵ月の現在 pinchは可能と

なった.

症例 2は母Jt1球筋が残っていたので， これを温存し

た.その付着部の移行は行なわなかったが，再建された

舟指は外転，伸展とも 10
0

近くの動きを示し，対立運動

も可能である しかし，pinchは lateralpinch とな

り， tip pinch， pulp pinch はできなかった.なお示

桁の総指仲筋末梢端と長母J削rjl筋!健'1'枢tl品を端々縫合し

た.原筋艇の処置は 2次的に行なう予定である.現在，

I.P.関節のや11展が完全にできないが， 短母tH外転筋，

母指内1伝筋を lateralbandに付着させるべきであった

かと思われた

固定)伎位は i~Î後の機能に及ぼす影響が大てあるといえ

る. 我々は 2症例とも対向位で pinchをしている肢位

で固定した.Edgerton らは第 4折を屈曲し，その'1'節
背面に移値した指の pulpがふれる肢(立がよいと述べて

いる.

以上，我々は Littlerにより発表された神経血管っき

移植による示指の舟指化術の手術経験を報告した.木法

は機能的，形態的に満足すべき結果の得られるはなはだ

すぐれた手術法と思われる.
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68. 母指完全切断再接着の経験

増原建二 玉井進 福西博恒 小 浜啓次 小松重雄*

私たちは 1960年以来，切断}政再接着の実験的研究を

統け数回にわたりその成績について報告してきた.現在

技術的には外径 2mm以上の血管吻合による切断肢再

接着には，ほ X満足すべき成績を得るようになった.し

かし切断肢の容積が大きい場合，術後に起こる toxemia

が問題である.したがってこの術後の toxemiaを解明

しない限り直ちに切断肢再緩着を臨床に応用すれば生命

の危険を伴なう場合がある.しかし手や指のように小さ

し、部分であればその危険性がない.

日常臨床では手関節より末梢部の外傷に迦巡する機会

が多い.これら外傷のうち，1血管損傷や，切能rrulJも少な
くない. しかし細小血管外科の発達にもか Lわらず，こ

の部分の血管修復や再接着は技術的に困難なため積極的

に行なわれていないようである.私たちは，この手や指

の血管修復に興味をもち 1964年以来，手術用双眼顕微

鋭を使用し，イヌ， 家兎を用い細小血管l身合に関する研

究を続けてきた.手術用器具としては細小血管外科用の

小持針器，小努万，小摂子，プノレドック型血管鉛子およ

び血管鉛子回定器具等である.この うちフツレドック型血

管室t1子は先端を細くし， 1ないし 1.5cmの血管室H子聞

で血管吻合を行なうときの障害とならないようにした.

血管針子固定禄具は Storz社製のものでこれに一部改

良を加えた.すなわち吻合している血管を移動させるこ

となく血管の前面を吻合したのち，その部位で血管室H子

固定器具を 180
0
回転し後聞のl均介ができるようにし

た.そのほか，血管鉛子回定恭兵の支持装置として直径

2cm，長さ 30cmのパイプを組合わせ一定の方向を定

め，その先端にフレキシフ‘ノレな部分を取りつけて微細な

操作ができるようにした.これらー述の装置を使用し手

術用双眼顕微鏡下に血管吻合部を固定すると，その後は

ほとんどこれらの器具を移動させることなく血管吻合が

できる.次にこの器具を使用して切断母指の再按着に成

功した症例を報告する.

症 例

患者は 28才の男性で特記すべき既符=症はない.

初診:昭40，7， 21日，患者は左母指掌指関節中央

部を裁断器にて切断し，その切断母指を持参して受傷後

ホ K.Masuhara (教授)， S. Tamai， H. Fukunishi， K 
Obama， S. Komatsu:奈良医科大学整形外科.

30分で来院した.

初診時の局所所見鋭利な刃物による切断創で，組織

の挫滅は軽度であったのでp:j.後着を試みるべく計画し

た.上腕事11経議麻酔後，Pneumatic tourniquetを使用

し，まず切断倉IJの洗浄を行なったのちP軽減した組織を 2

ないし 3mm切除した. 一方切断母指も洗浄し切断創

と同様に挫滅した組織を切除した(図 1) 次に切断母

図 1.

J旨の等;側指動脈に外径 0.5mm の polyethylentube 

を挿入し heparin 加 lowmollecular dextranで1藍

流した.切断端を整復後 Kirschner鋼線 2本を使用し

切断母指を外転位に固定した.次に手術用双眼顕微鏡の

16倍および 25倍肱大下のもとで，まず外径約 1.5mm

の学似11指動脈 2木にそれぞれ8ヵ所で端々結節吻合を行

なった.続いて背側指勝!派 2木を同じ方法で吻合した.

血管吻合終了後再接着母J行は鮮紅色となり ，指動脈のm
!Ei)および指i』市JV~からの血液の return は良好であった

l均合に使用したのは atraumaticneedle 7-0 braided 

silkおよび 8-0monofilament nylonである.神経縫合

は吻合した血管に事11経が随伴しているので，血管の損傷

を起こしてはと考え 2次的に修復を行なうことにして

そのま与とした Extensorを縫合，Flexorは noman's 

landに一致しているので縫合しなかった. 受傷時より

手術終了までに要した時聞は 4時間半で， この間 4本の

血管吻合に要したl時聞は約 1時間半であった.

手終後の経過:手術終了直後より 6時間日ごろまでは

再接着母指は鮮紅色を呈し，血行も良好で混感もあった
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がその後次第に温惑が減少し 12I時間円ごろより怪度の

cyanosisがみられた.しかし 24時間日ごろより cya-

nosisは軽快しその後，腫脹のみや;.tfiiJj日したが，その

他は次第に良好な経過をとった 手術後 1週間ではほと

んど正常の指とかわらない色調を呈し，Jol脹も怪快して

きた.子術後 2週間 1-1，色調は良く)民)J長もほとんど怪滅

した.しかし縫合却は Iないし 2mmの巾で一部壊死状

となったが，幸いなことに血管吻合部は mtactである.

手術後 2週間円営側の峻死状の部分を切除し 2次縫

合，さらに 31口口に背{JlIJの一部に植皮を行ない 40日

目創部は治癒した(図 2). 現在手術後8ヵ月を経過し

40 ddyS 
トゃstop.

図 2

図 3.

ているが再J愛着母指の状態は良好である(国 3). しか

し，知覚は回復してこないで示指にか与るカでものをつ

かむカを調節し，日常生活ではほとんど支障なく利用し

ている.手術後の処位として交感神経i削況を毎日 2週間

統け，その他，抗生物質，抗凝血剤 lowmollecular 

dextranおよび線維ぷ溶解酵素等を使mした.使用期聞

は薬剤により異なり一定していないが lないし 3週間で

ある.

考察ならびに結語

切断された四肢の再接おは主な動的脈の修復を行なわ

ない限り不可能である 井上は手関節の完全切断例，1旅

は手学'-1"央部の完全切断例に血管吻合を行ない再接着に

成功している.斉藤は舟指の掌側指動脈のm傷に poly-

ethylen tubeを使用して修復し， Kleinert， Jacobson 

は母指の掌側舟動脈を吻合して個々の血管修復に成功し

ている.しかし母指掌指関節部の切断例に血管吻合を行

なって成功した報告はない.恩、地，玉井は実験的に切断

肢を室温に放置した場合，再援活成功の限界は3時間で

あると報告し，三橋は室温に放置した場合 2時間ですで

三切断端の筋組織に変化がみられると報告している.し

かし指のように小さい部分で筋肉の少ない場合，数時間

~11~'温で放置しても阻血による組織の変化が少なく，術後

機能的にも比較的良好であると考えられる.なお切断し

た指を冷却保存するならばさらに長時間後でも蒋接着の

可能性があると考えている. しかし本症例は術後 2週間

目に縫合部が一部壊死になったことからして挫滅した組

織は十分に切除しておく必要がある.一般に指の不完全

切断で 1側のt自動静脈の血行が残っているならば指の生

着は可能であるが，このような場合できるならば静脈の

吻合を追加すれば venousreturnが良く術後の経過も

良好になるようである.現在この忠者の母Jl1の知覚は回

復していないが示指にか Lる力でものをつまむ力を調節

している.近く neurovascularisland pedicle graft 

を行なう予定である.最後に機能的な怠味からして 5指

のうち母指の再接着に最も意義があると考えている.

質 問:松林(東京労災整形外科〉

!刑派の吻合はし、か工であろうか.動脈のみを吻合して

l静脈を吻合しないとうっ血が起こると思うが?

回日'j (新大学整形外科〕

Angiographyをやられたか ? というのはこの時点

では cunpogitegraft として血管が通らなくても生着

する可能性があるからである.

答 :小松(奈良医大整形外科)

1) 2ヵ月後血管造影をする予定であったが，本患者

はヨ ード1過敏症のため血管造影を行なっていない.吻合

部の状態がし、かになっているか不明であるが，少なくと

も3週間以上血管が開通していたと考えている.

2) 背側指静脈 2本を吻合している.
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編集後記

犬 木号は昨年3月28，29n東京において開らかれた

第9回日木手の外科学会総会の研究発表の内容を特集に

したものですが，そろそろ次の学会が迫ってきているこ

ろに発行の運びになったことは，いろいろの事1'，'it.J;あっ

たにせよ返すぎるのでこの点編集者の 1人として申しわ

けなく思っております.しかし内容は解剖生理の基礎的

問題から手の外科の臨床的な諸問題のほとんどあらゆる

面に及んでおり， 木学会が誕生後 10年で立派な成長を

してきたことを焔感します.

大 手の外科においては米国や欧州の小数の先達がま

ず開拓し，卓主主した業績を残した後で、他の人々がその教

義にしたがって後を追ったとL、う傾向があったためか，

鉄)11]，または金科玉条とされている 'jI項があるようです

が案外それらの巾にも，再検討を要しまた別の考え方が

可能なものもあるのではなし、かと思われます たとえば

No Man's Land内での腿の端々縫合の成績がやり方

によってはすぐれた成績を期待できるという最近の報告

などがそのことを考えさせます.要するにまだまだ問題

は残っており ，柔軟な考え方で切り聞いてゆくべき分野

であると忠われます.諸兄のご研究がさらに Nevesを

生むことを期待いたします.

(N.T.) 
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先天股脱に対する Pemberton手術の経験*

土屋弘吉 井沢淑郎 山田勝久**

先天股脱ないし亜脱臼にみられる臼蓋形成不全は，本

疾患の l次的変化であるか， 2次的変化であるかいまだ

議論の多いととろである. しかし，このような変化はた

とえ骨頭が整復位に保持されても回復能力が加令ととも

に減退し，いわゆる unstable hi P となり，さらに漸次

2次的変化も加わって変形性股関節症へと発展する可能

性を秘めている.

股関節の不安定状態に対しては，従来から種々の治療

法が行なわれているが，これらを大別すると主に次の 3

者となる.

すなわち， 1)長期にわたる大腿骨骨頭の求心位保持，

2)大腿骨中枢部における各種の骨切り術(減捻骨切り

術，内転骨切り術等)， 3)骨盤l乙対する各種の手術(臼

葦形成術， acetabuloplasty， Colonna等)である.

しかしながら，これらの方法に対しては種々の批判や

限界がある.すなわち，大腿骨骨頚を保存的に長期間求

心位に固定することについては， Hassは I才半以上の

患児では関節拘縮，筋ならびに骨萎縮を招来しやすし

さらに臼蓋の骨形成に対する刺戟的な効果が少ないと述

べ， Sallerは内旋位に固定することにより大腿骨頚部前

捻角の増大をきたすとしている.減捻骨切り術，あるい

は内転骨切り術は，骨頭位を手術的に求心位にもたらす

ことにより， 2次的に臼蓋形成を期待せんとするもので，

Pauwelsをはじめ，わが国でも上野，宮丸らによりその

有用性が述べられている. しかし本法には臼蓋形成の促

進を期待し得る年令的限界があり，ときに下肢長の短縮

や腸骨大転子関距離の減少による外転筋群の筋力低下，

前捻あるいは外反股の再発等の問題もある.骨盤に対す

る侵襲のうち， 日葦形成術では不適切な部位に骨移植

が行なわれるとその骨片はしばしば吸収されて手術の意

義が失われる場合があり，また Chiari手術では骨盤腔

の狭小化により特に女性においては妊娠，分娩の障害を

市 本論文の要旨は第 39回日本整形外科学会総会で発表 し

た.

帥 K. Tsuchiya (教授)， T.lzawa (助教授)， K. Yamada: 

横浜市立大学整形外科.

きたす不可能性のあることが述べられている Colonna

手術の成績については種々の報告があるが，録近 Cava-

c1ias， Kamberoglouらは本手術後に osteoarthritisを合併

することが多いことを報じ，本手術に批判的である.

以上のように， unslable hi pに対する従来の治療法に

は種々の批判があるが， Sallerは手術所見より先天股脱

においては覚作臼全体が正常の場合に比して，より前外

側方に面しているので，股関節の伸展，内転時には骨頭

に対する寛骨臼の前外側部の被君主が不十分となり， uns. 

lable hip をもたらすとしており，これについてはすで

に Lal1genskiolcl，Laurent らは寛骨臼の “f rOl1tal inc-

lination"として述べている.一方， Pembertol1も脱臼あ

るいは亜脱臼児の手術所見より，同様に寛骨臼全体の方

向異常，あるいは前方自蓋の欠損を認めている.

とのような覚脅臼の変化に対して股関節の安定性を得

るために，~骨臼全体の方J句を矯正し，骨頭の前外側の

被覆を改善しようとの試みがなされ， Salter (1960)は

innominale osteotomy を， Pemberton (1958)は perica-

psular osteolomy をそれぞれ独自に考案し発表した.

alter手術についての報告は，本邦でも泉田，嶋，丸

毛らによりすでに行なわれているが， Pemberton手術に

ついての報告はいまだみられていない.

我々は最近 2年周に先天股脱および遺残亜脱臼の症例

に Pemberton 手術を行なったので，その経験について

報告する

症例

昭 39，6月以来， 現在までに経験した我々の手術症

例は 18例， 19関節である.その内訳は表 lのどとし

約 3/4は遺残亜脱臼例で遺残亜脱臼例の大部分は保存的

療法後にみられたものであった.脱臼例 4例中 2例は保

存的療法の不成功例， 2例は未治療例で， うち l例は 5

才 9ヵ月の放置例であった.脱臼例には 4例とも観血的

整復術を合併した.なお，両側に Pemberton手術を行

なったものは遺残亜脱臼の 1例のみである.

手術時年令は最低 ]才5ヵ月，最高 11才 7ヵ月で 4

才以下のものが約 4/3を占めている(図 1).
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表1. 症例 .

整形外科

手術症例

遺残亜脱臼例

(保存的療法後

観Ifu的療法後

脱臼伊IJ (銭血的古里復i有合併)

(保存的療法不成功例

ノ長治療例

18例 19関節

14例 15関節

11伊IJ 12関節

3例 3関節

4例 4関節

2例 2関節

2例 2関節

6 

5 

A
a噌

qa

関

節

数

2 

。
3 4 5 6 8 

千Wi昨年令(オ)

図1. 手術時年令別頻度.

9 11 12 

術後経過観察期間は最短 3ヵ月，最長 2年で，術後 l

年以上の経過を観察した症例は 10例 10関節(遺残

亜脱Fl8関節，脱臼 2関節)である.

1967年 4月

手術方法

我々の行なっている手技の概略を図 2に示す.

まず Smitlト Petersen の皮切ではいり，腸骨翼の内外

壁から骨膜下に中・小殿筋，大腿筋膜張筋および腸骨筋

をそれぞれ剥離する.このJf&1離は関節嚢付着部，大坐骨

切痕の部まで卜分に行なうことが大切で，これが不十分

な場合にはノミの進行方向を確認し得ず，骨切り部がY

軟骨!こ達せず，大坐骨切痕の下後方に抜け，したがって臼

蓋の下降がしばしば不満足となる場合が多い 大坐骨切

痕部には内外側より大型のエレパトリウムをレトラクタ

ーとして使用するとよい目標となり正確な骨切りが可能

である.次いで脱臼例では関節嚢を開いて整復を行なう

が，最終的な整復は骨切りが終ってからにする.次に我

々は骨切りを行なう前IC，脇骨稜および腸骨前上赫の骨

端軟骨を損傷しないように，原法と異なり，脇骨翼の前

1/3で，垂直骨稜に近い部より約 3x2Cmの扇状の移植

片を採取する.次いで骨切りに移る.すなわち腸骨前下

赫の直上より ，まず外壁で関節嚢付着部に平行して弓状

l亡骨切りをす〉め，初めは矢状方向から次第に頭尾方向

へと向きをかえ，大坐骨切痕部の手前ではほ Y体軸に平

行に足方にノミをす hめ， Y軟骨の腸骨坐骨脚に達する

ようにする. Y軟骨l乙達したことは低抗が減ずることに

よってある程度察知し得る.次いで内壁の骨切りを外壁

と問機に行なうが，内外壁の後方脅切り位置をかえるこ

とによって臼蓋の移動方向を調整する.すなわち骨切り

位置をずらさなければ骨切り部の開大によって臼蓋は主

図 2.手術方法.



め採取した骨片を挿入する.この際，骨片が垂直になる

ように注意しないと，後l乞脱転するおそれがある.また

後方骨切り部がY軟骨に達していれば開大はほとんど抵

抗なしに行なうことができる.なお我々の平均明大距離

は 2.5cmであった.最後に虫剤離した筋群はあまり強く

緊張させないように縫着して術を終る.

術後は健側の膝関節直上までを含み，怠側の足尖に至

るギプス固定を中間位で行ない，固定期間 4週間，次い

で後療法に移り， 8週後より体重負荷を許す.

臼蓋の改善状況

術前，術後の臼蓋の状態を検討するために，我々は臼

蓋角， CE角のほかに前方臼蓋角，前方 CE角を仮定 し

て計測した.大腿骨頭l亡対する臼蓋の前方被覆状況につ

いては完全な側面像を得ることはむずかしいので，我々

は患側を下に した 45
0 斜位のX線撮影を行ない，これに

ついて Y軟骨の内外端のそれぞれ中点を結んだ線を基線

とし，これと日蓋とのなす角を求め，これを仮りに前方

臼蓋角とした.また骨頭中心から基線への垂線と，骨頭

中心と臼蓋尖端とを結ぶ線とが作る角を同様に前方 CE

角とした(図 3)

これらの計測結果を全例について表示する と表 2のご
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込、J

iIIf}j C E f(J )jif fi臼長jlJ

45・外1.，:1'1:

図 3.前方自蓑角および前方 CE角の計測法.

に前方に回転するが，骨切りの後端を外壁は後方，内壁

は前方にずらすように行なうと，臼蓋下降の回転軸で内

前方から外後方に向うから，臼蓋は外前}jに回転する.

一般に後者のほうが要求されることが多い.次いで骨切

り部を開大した後，両面l乙溝を作り，この中にあらかじ

前方 CE角前方臼蓬角
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