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　私が Bunnell 著 Surgery of the Hand の第２版を手に入れたのは戦後間もない頃で

あった．この書によって米国で手の外科という驚嘆すべき新分野が開発されたことを

知った．著者の序によると，Bunnell は今次大戦中に米軍医総監の援助をうけて多数の

有能な米軍軍医と協力し，手の外科の開発に異常な努力を傾注した．この書はその成果

である．彼等は，20,000 例に及ぶ症例について討論し治療法の研究を行ったという．

　私は敗戦にうちのめされた日本の整形外科医としてその苦難の前途を思い，果して

吾々に立直る力があるか何うかを疑った．日本の整形外科はその頃まだ骨関節結核と悪

戦苦闘を続けており，手の外科の研究に大きなエネルギーを投入する程の余裕がなかっ

たからである．しかし私はこの分野を何うしても早急に日本に導入しなければならぬと

思った．その頃すでに新潟の田島君，岡山の津下君等は手の外科の研究を開始され，若

い力をこの分野に傾注しておられた．また九大天児名誉教授はこの分野の重要性を認識

されて日本手の外科学会の創設に尽力され，本年で第 13 回目の学会を迎えるに至った．

　私は 1963 年に京大に赴任し，直ちに在米の上羽康夫君に手の外科の修練を受けるこ

とを勧め，京大にこの分野を導入することを計画した．上羽君は私の期待にこたえて厳

しい修練をうけ，豊富な知識と勝れた技術を修得してくれた．私は 1966 年春渡米し，

ニューヨークの空港で上羽君に初対面し，その後ヨーロッパの旅を共にして帰国したの

であるが，この間，上羽君が非常に勝れた素質を有する青年医師であることを知り，そ

の将来を期待した．帰国後，上羽君の人格と技術によって京大の手の外科は急速に発展

した．帰国の翌年（1967 年），私は会長として第 10 回日本整形外科学会を司会するこ

とになったが，その際，この分野の第一人者である Dr. Boyes の公開手術を計画し，こ

れを実行した．上羽君は Dr. Boyes に接し，その手術を眼前にみて多くのことを学んだ

と思っている．
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　この手の解剖学書の読者は正確な記述と著者自ら画いた多数の精細な附図によって手

の構造と機能を十分に理解されるであろう．私はこの書が日本の手の外科の進歩に重要

な役割を果すものと信じている．私はこの書を手にして自分の夢と期待がこのように早

く実現されたことを喜び，上羽君の誠実な人格と撓まぬ努力に心からの敬意を表する．

そして上羽君が自己の使命を深く自覚して更に努力を続け，大成されることを期待して

やまない．

　　昭和 45 年５月 25 日

京都大学教授

伊　藤　鉄　夫　　　
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は　じ　め　に

はたらけど　はたらけど　　

　猶　わが生
くらし

活楽にならざり

　　　　　ぢっと手を見る　

石　川　啄　木　　　　　

　日々用いている手はその人の歴史を刻み，人類の歴史を刻み込んでいる．人間の手が

人類の発展にどれほど多く寄与したかを今更ここで述べる必要はないだろう．人間の生

活において手は不可欠なものである．正確な動きと繊細な感覚をもつ手の働きがあれば

こそ，複雑な人間の日常生活や社会生活が滞りなく行なわれているのである．敏速に正

確な運動が意のままに行なわれる手をみていると，人の心があたかも手の中に存在する

かのように思われる．人類は今や月に到達しうる迄になったが，手と同じほど精密で巧

妙な機械を作り出すことが可能であろうか．手は自然が作り上げた秀逸の精密機械であ

る．その緻密な手の構造を知ることに深い興味を感じる．

　近年の外科的治療の発達にともない，障害された手の機能をある程度回復させること

が可能になった．手の診察，治療を行なう者が手の構造を正確に知っておくべきことは

当然である．しかし，手を単なる機械としてのみ考え，その構造や配列を見るのは誤り

であろう．生物として，手のそれぞれの部分がいかに有機的な関係を持ちながら働いて

いるかを認識してこそ，手の中の個々の組織がなぜそのような構造や配列をとるかが解

るのである．従来の解剖学では，ややもすると学名の羅列と組織の存在場所を強制的に

暗記させられるに留った感がする．この著書の目的は，そのような屍体の手の解剖を学

ぶのではなく，読者自身の生きた手の解剖を学んでもらうことである．

　したがって，ともすれば無味乾燥なものになりがちな解剖学を勉強する学生諸君に

とって，この本が解剖学の中のオアシスを見出す指針になれば幸せである．ただし，こ

の著書の主な対象は現在手の診察，治療を実際に行なっておられる整形外科，形成外科，

一般外科の分野に働いておられる医師の方々，あるいは将来そのような分野に進もうと

考えられている若い医師の方々である．それらの方々が実際に手の診療を行なう上に

知っておくべき“手の機能と解剖”はできるだけ包括したつもりである．
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　また理解の便を図って不明確な写真はできるだけ避け，鮮明なシェーマでそのポイン

トをあらわすように努力した．なお，シェーマおよび写真は右手で示すようにした．

　手の外科を専門にやられる方にとってはこの著書の知識は最少限度必要であろう．し

かし，この著書だけでは十分でないから，必要に応じて記載した参考文献を読んでいた

だきたい．参考文献は巻末にまとめたが，深部解剖全体にわたって参照されたい文献は

Ⅲ章としてまとめ，それぞれの節でとくに重要な文献はその節の参考文献として記載し

た．本文中に出てくる文献番号は，Ⅰ，Ⅱ章ではその章の参考文献番号であり，Ⅲ章で

はそれぞれの節での文献番号を用いた．

　その他，手の機能改善のため直接治療をされている理学療法士，作業療法士，看護婦

などの方々にも一助となれば幸甚である．

　本著に用いた解剖名は解剖学名集覧の PNA の 1960 年度ニューヨーク改正にもとづく

解剖名をできるだけ用いるように留意したが，必要に応じてもとの JNA，BNA の解剖

名も採用した．それらの個々の解剖名についてはそれぞれの項にてできる限り言及した．

　本著の出版にあたり，手の外科ならびに手の解剖学を啓蒙くださったニューヨーク市

コロンビア大学 R.E.Carroll 教授，著作に際してたえざる御教示と激励をいただいた京

都大学医学部整形外科教室の伊藤鉄夫教授に深甚の謝意を表する．また本著出版にあた

り，きめやかな原稿の校正をいただいた京都大学附属皮膚病特別研究施設の小原安喜子

先生に深く感謝する．更に本著製作にあたり温かい御批判と御協力をいただいた京都大

学整形外科の教室員の皆様をはじめ北野病院整形外科の後藤欣生先生ならびに先輩，同

僚の諸兄に深く謝意を表する．本著の中に用いた写真は京都大学整形外科に勤務してお

られる上林幸雄氏に撮影していただいたものである．なお，巻頭の挿絵には坂根邦雄氏

の御努力をいただいた．両氏の御協力に対し，ここに改めて謝意を表する．おわりに本

書出版を実現させて下さった金芳堂社長小林鉄夫氏，本書作成のために絶大なる尽力を

下さった同社編集長吉岡清氏に併せて深い謝意を表する．

　　昭和 45 年５月

著　　者　　　
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第６版の発刊にあたって

　1970 年に本書第１版を出版してから早や 50 年の歳月が流れた．この機会に今迄に出

版した各版をもう一度見直し，内容を統括した．その上で最新の知見を加えて，第６版

を構成した．今回の主な改訂の要点は次の如くである．①以前の版の文面に見られた不

適切な文字や不明確な文章を修正した．②手の働きや解剖を理解し易くする為に多くの

写真・X 線像・付図を用いた．手の写真や図には右手を使用することに統一した．③参

考文献は夫々の章または節ごとの後部に纏めて記載した．④初版発行の頃にはマイクロ

サージャリーは未だ十分に普及していなかったが，現在の手外科では一般的に広く使わ

れている．手の手術時に必要と考えられる微小な解剖所見は出来るだけ記載した．例え

ば，マイクロサージャリーで使われる回転皮弁や血管柄付き骨移植に必須な微小動脈や

穿通枝なども記載した．また，近年重視される骨間膜や靭帯の微細組織構成も記載した．

臨床でも重要なこれらの微小解剖所見がわが国の研究者によって数多く発表されるのは

非常に悦ばしい．

　過去 50 年間に社会情勢は大きく変化した．地球周辺に宇宙ステーションが建設され，

多くの宇宙衛星が飛び回っている．ある国では平和で豊かな生活を享受しているが，他

の国では戦争によって混乱した極貧の生活を過ごしている．古代人は手で火をおこし，

道具を使って狩猟や農耕をしていた．IT 時代の現代人は IT カードやスマートフォンを

使って日常の生活をしている．いずれの時代でも手は人間生活にとって不可欠である．

ただし，古代人は人類を存続させる為に手を使っていたが，現代人は人類の存亡を軽視

して手を使っている．手でリニアモーターカーを造るが，原爆やミサイルなどの大量殺

人兵器をも造るのである．

　人が手を使う時，それは脳に伝わり，脳を活性化し，脳を発達させる．脳の発達に伴

い手は更なる機能を習得する．手と脳とは相互に刺激し合いながら発達して来たのであ

る．愛に満ちた母の手が触れる時，子どもの心に愛が生まれる．握手する時，友の心に

友情が芽生える．美しい手が舞う時，人の心に美が育つ．そして，慈愛に満ちた手が優

しく美しい物を作り出す時，平和な社会が育てられる．人の手は平和の為に使わねばな
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らない．それが私たちの願いである．

　手が送り出す情報がどのように脳に伝わり，脳から発信される指令が如何に手を働か

せるのであろうか．強い興味を覚える．

　この著書の最初の目的は手外科の参考書としての利用であったが次第に読者の層が広

がった．初期の読者は手外科医・整形外科医・形成外科医・一般外科医などの医師であ

ったが，やがてハンドセラピスト・理学療法士・作業療法士などが読者に加わった．そ

して，手の働きに関心を持つロボット研究者・幼少児教育者・音楽家の方々にも読まれ

るようになった．望外の幸せであり，深く感謝している．

　この著書の出版に当っては，本当に多くの方々からご支援を賜った．故人となられた

が，私には忘れ得ない恩人として恩師の伊藤鐡夫名誉教授，および Emeritus Prof.  

Robert E. Carroll が居られる．また，永年に亘る協同研究者であった故 田村清先生，

故 小原安喜子先生，故 須藤容章先生たちである．そして，現在もお元気で長年に亘る

ご指導とご支援を頂いている数多くの同門や学会の友人たちである．改めて，ここに厚

く御礼を申し上げます．

　末筆になりましたが，今回の改定には近畿大学整形外科学 柿木良介教授および京都

大学手外科グループの諸先生から多大の助言とご協力を頂き誠に有難うございます．ま

た，今回の大幅な改訂に協力して頂きました金芳堂の皆様に厚く御礼を申し上げます．

特に，前社長 市井輝和氏，現社長 宇山閑文氏，そして５版から引き続き改訂を担当し

て頂きました小崎徹也氏に深甚なる感謝の意を表します．

　　平成 28 年 11 月吉日

上　羽　康　夫　　　
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2　1章　手の機能

I

手 の 機 能

人間の手の働き
　手とは“人体の肩から出た肢”と広辞苑に記されている．しかし，解剖学的に手とよばれる部分
は，手関節すなわち橈骨手根関節（radiocarpal joint）より末梢の部分を指すが，機能的な手を考
える場合には手の機能を支えている前腕，上腕のみならず，手の運動や知覚を支配する脊髄や脳な
ども考慮に入れねばならない．手の機能をできるだけ小さい範囲で論ずる場合でも，手指の運動に
直接関与する筋の多くが起始し，手に至る神経および血管が通る前腕は手の機能と切り離して考え
ることはできない．したがって，この本では解剖学上の前腕と手とを１つの機能単位として考える．
　手の無い上肢はほとんど機能をもたない．いいかえれば上腕および前腕は手の機能を発揮させ
るための器官であり，手の土台である．手が切断されれば上肢は単に物を押すことができるのみ
である．故に手は上肢の先端に付く小さな部分であるが，極めて重要な機能を果たす効果器であ
ると言えよう．
　人間の手と類人猿の手とを比較すると母指の発達に大きな差があることに気づく．人間の母指
は相対的に太く長いし，その付け根にある筋肉のふくらみも広く大きい．この母指の発達が人間

チンパンジーの手
図 1　類人猿と人間の手

（オーストラリアのシドニー動物園にて撮影）

人間の手
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と類人猿との手の間に形態的にも機能的にも大きな隔たりを与えているのである（図１）．
　手は顔と共に最も人目につきやすい部分で，身体の社会的部分（social part of the body）とも
よばれ，洗練されたものだけがもつ美しさを備えており，その形や動きそのものが絵画，彫刻，
舞踊などにとり入れられ，人間社会全体にうるおいを与える機能を果たしている．また，指の形
の色々な組み合わせによって意を伝達することができる．

手の機能分類
　人間の手を器官，作業ユニット，社会の３つの異なる視点から考えると，３つのカテゴリーに
分けられる．すなわち，A．基本機能（basic function），B．作業能力（work-ability），C．社会
的役割（social role）に分類できる＊．手の基本機能とは人間の手が生来持ちあわせる機能であり，
手の作業能力とは手の訓練によって習得した作業を行う能力であり，手の社会的役割とは手が社
会で果たす美的，心理的，経済的役割である．

A．手の基本機能

　手の基本機能（basic function of the hand）とは人間の手が生来持ちあわせる機能である．運
動機能・知覚機能・形態機能が含まれる．

1．運動機能
　運動機能とは筋腱の働きによって関節を動かす手・指の運動に関わる機能である．
　1) 運動を行う上での基本的条件

　手が運動を行う上で２つの基本的な条件を必要とする．１つは運動調節（coordination）で
あり，他は安定性（stability）である．

　　a．運動調節　coordination
　運動調節とは手を円滑に動かしうる能力である．手が運動をするときには，一群の筋が収
縮するばかりでなく，同時に拮抗筋群が弛緩するので円滑な手の運動が行いうるのである．
多くの筋群が無統一に収縮を行ったのでは円滑な運動は行い得ない．この調整機能をつかさ
どっているのは主として脊髄，小脳および大脳などである．脳性小児麻痺や脳卒中の後遺症
では運動調節機能がおかされて，屈筋群と伸筋群との調和した収縮や弛緩がしえないので円
滑な運動とならず，不完全でぎこちない運動として発現する．

＊ この手の機能分類を 2001 年世界保健機関（以下 WHO）が発表した国際生活機能分類 International classi
fication of Functioning, Disability and Health（以下 ICF）と対比すると，ICF では個人の持つ機能を身体，
個人，社会の３視点から１．心身機能および構造 body function & structure，２．活動 activity，３．参
加 participation に分類しており，個人と手との段階差はあるものの類似した概念に基づいている．
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　　b．安定性　stability
　安定性とは手の使用に際しての支持機能である．いかに手が巧に動いても，その手を正確
な位置に，正確な早さで運んでくれる支台がなければ手は機能を発揮できない．その支台の
役目を果たしているのは，肩，肘，手関節を含む上腕および前腕であり，それらを動かす筋
である．手だけが正常であっても，それを支持する上腕や前腕が正常でなければ手を使うこ
とは困難である．神経麻痺などにより，肩，肘関節の運動が十分でなく，手の安定性が得ら
れない場合には，装具を用いたり，関節固定術などを行って安定性の回復を図るのである．
　以上述べたごとく，手が機能を発揮するには運動調節と安定性が基本的な条件である．い
いかえれば，手を正常に使用しうる条件として，手よりも中枢にある上肢全体とそれを支配
する中枢および末梢神経系が良い機能を有する必要がある．手は小さな器官であるが，いか
に重要であり，かつ複雑な運動を行うかは大脳における手の感覚野と運動野の広さをみても
推測することができる（図２）．

　2) 運動機能の種類
　手の運動機能は母指および指の位置の差異，運動の目的により５つに分類される．すなわち，
a．“圧 排”，b．“引 っ か け 握 り”（hook grip），c．“摑

つか

み”（precision grasp），d．“摘
つま

み”
（pinch），e．“握り”（grip, power grasp）である（図３）．
　　a．“圧　排”

　指および母指を伸展させたまま行う運動であり，物を押す場合に用いられる．車の後押し，
盆を片手で持つときなどがその例である．また，ピアノの鍵をたたいたり，示指でベルを押

図 2　大脳における手の領域
（Penfield & Rasmussen より）
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図 3　手の基本的運動機能

a．圧　排

b．引っかけ握り

c．摑　み

d．摘　み

e．握　り
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す動作も“圧排”の１型である．この指の位置は他の運動を行う前の準備動作としても用い
られる．ボールを受ける前に手を大きく拡げるのはその１例である．

　　b．“引っかけ握り”　hook grip
　重いバケツなどを運ぶ際に用いられ，指の中手指節関節（＝MP 関節）を伸展させ，近位
および遠位指節間関節（＝PIP および DIP 関節）を強く屈曲する．母指は伸展したままで，
示指の橈側に位置する．“引っかけ握り”は物を引く場合にも用いられ，強い力に抗するこ
とができる．水が一杯に入ったバケツのハンドルを持つ時，鉄棒にぶら下がる時などに用い
られる．前腕と手の長軸とがほぼ一直線になったときに最もその機能を発揮するので，この
場合には手関節の位置をいろいろな方向に変えることは困難である．

　　c．“摑
つか

　み”　grasp, precision grasp
　指の中手指節関節および指節間関節は軽度に屈曲し，母指を対立位に保ち，しかも手掌面
も共同して用いる機能である．“ボール”などの球形のものを“摑む”とき，コップなどの
筒形のものを“摑む”とき，円板状のふたを開けるときなどで多少母指の位置が異なり，
“球状摑み”，“筒状摑み”などと区別される（図４）．この機能では指に力を入れることが
できると同時に手関節の位置を比較的自由に変化させることができるので物を保持しやすく，
日常最も多く用いられる手の運動機能である．

　　d．“摘
つま

　み”　pinch
　対立位の母指指端と他の指の指端との間で物を保持する機能で，小さな物を保持する場合
に用いられる．指および母指の位置は“摑み”の場合とほぼ同様で指は軽度に屈曲され，母
指は対立位にある．この意味では“摘み”は“摑み”の特殊な型とも考えられるが，“摑み” 
においては指と母指の掌側面および手掌を用いて物を保持するのに対し，“摘み”では母指
先端と他指の先端で物を保持する．“摘み”をさらに分類し，指尖を用いる指尖摘み（tip 
pinch），指端掌面を用いる指腹摘み（pulp pinch），母指の指端と示指の橈側面を用いる側面
摘み（lateral pinch, key pinch）母指・示指・中指の３指を使う３指摘み（3 digit pinch, 
chuck pinch），５指すべてを使う５指摘み（5 digit pinch）などに分けられる（図５）．
　指尖摘みは極めて小さな物を摘むときに用いられる．指腹摘みはやや大きなものや紙のよ
うに平面的な薄い物をしっかり摘むのに用いられる．側面摘みは指腹摘みよりもっと強い力
が得られる．神経麻痺や関節リウマチなどによって筋のバランスがくずれたときにはこの側
面摘みが多く使われる．３指摘みでは３指の先端部を用いて物を３点で固定することができ，
かつ３指の力を集中できるので安定した強い摘みとなる．

　　e．“握　り”　grip, power grasp
　最も強く物を把握するときの型である．この型では指は強い屈曲位をとり，母指は他の指
の背面に置かれ，さらに力を加えることができる．この位置ではすべての指の力が手掌に集
中でき，非常に強い力となる．
　成人男子の平均握力は 45～50 kg であり，成人女子の平均握力は 20～25 kg である．利き
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⑴　球状摑み

⑵　筒状摑み

⑶　円板摑み

図 4　つかみの型
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⑴　指尖摘み

⑶　側面摘み

⑵　指腹摘み

⑷　3指摘み

⑸　5指摘み

図 5　つまみの型
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手とそうでない手の握力の差は通常２～３kg である6.61)．

2．知覚機能
　知覚機能とは感覚受容器と末梢神経を介して皮膚や深部組織の刺激を脳へ送り，痛覚，温度覚，
触覚，位置覚などの情報を伝達する機能である．
　1) 知覚と知覚受容器

　知覚は表面知覚（superficial sensation）と深部知覚（deep sensation）とに分けられる．表
面知覚には皮膚の触覚，痛覚および温度覚が属し，深部知覚としては皮下組織がもつ触覚，痛
覚とともに筋，腱，関節などに基づく固有覚（proprioceptive sensation）があげられる．
　知覚受容器 receptor：それぞれの指は非常に敏感な知覚を備えているので，手で物を把握
したときにはそれぞれの指から同時に，しかも正確な情報を得ることができる．
　指尖には神経の末端が細い樹枝状に分岐する自由神経終末のほかに，Merkel’s disc のように
末端が拡がった神経終末，そして Meissner 小体とか Pacini 小体のように神経終末が薄い層状
被膜で被われたものの３種類が存在する．有毛皮膚に見られる Ruffini 小体や毛包神経線維網
は指尖には存在しない．自由神経終末は A-δ線維および C 線維の神経終末として真皮内から
表皮にかけて存在し，痛覚と温覚に関係すると考えられている．Merkel’s disc，Meissner 小体
および Pacini 小体はいずれも A-β線維の神経終末であり触覚に関与している．そして，それ
ぞれのもつ機能は異なっている．触覚を司る受容器はその機能から slowly adapting receptor
と quickly adapting receptor の２種類に分けられている．Merkel’s disc は汗腺が真皮から表皮
の基底細胞層に入る部位の入口を取り囲むように４つのグループに分かれて存在する．この有
髄神経終末は表皮の基底層に存在する大きく透きとおった細胞，すなわち Merkel 細胞と密接
に関係しているので，Merkel cell-neurite complex ともよばれる．この complex は slowly 
adapting receptor であり，皮膚に圧迫がかかると求心インパルスを発信し，そのインパルスの
数は少しずつ減じるものの，刺激が加わっている間中そのインパルスを発信し続ける．そして
刺激が強くなればなるほどそのインパルスの頻度が多くなり，刺激の強度をインパルスの頻度
によって表現する．したがってこの slowly adapting receptor は皮膚表面に加わる圧刺激に対
する受容器であり，手に物を持っている間中その刺激を脳に送りつづける．
　Meissner 小体は真皮表層の乳頭内にある１葉性（single leaved capsule）の受容器であるが，
時には２葉とか４葉に分かれている．それぞれの葉は層状の細胞が平たく重なっている．その
層状構造の中には２～７本の神経線維が入り込み，複数の神経によって支配されている．２～
３本の神経はその小体の底部から入るが，他の神経細胞は側面あるいは上方部から侵入する．
Meissner 小体は quickly adapting receptor であり，皮膚圧迫刺激が加わった瞬間にインパルス
を出し，その反応は急速に低下し，短時間内に全く反応しなくなる．しかし刺激が除去される
瞬間には再びインパルスを出す．この quickly adapting receptor は瞬間的な刺激あるいは皮膚
面上を動く刺激に対してよく反応する．Meissner 小体は Pacini 小体より震動数が小さい 30 cps
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程度の刺激に最もよく反応する．したがって Meissner 小体はゆっくり皮膚上を動く刺激や震
動数の小さい刺激を認識するのに適している．
　Pacini 小体は真皮の深層あるいは皮下にある受容器であり，長さは１～４mm，幅 0.5～１
mm の比較的大きな神経終末である．１本の有髄神経によって支配されている．この受容器は
手術中に肉眼でも認識でき，母指だけでも 200 個程度存在すると考えられている．この受容器
は 40～60 層の同心円の被膜層で囲まれているが，その内包の数層に縦の裂隙が存在するもの
の，外層には裂隙は存在せず，侵入する神経の神経上皮と連続している．この受容器に入った
神経線維は髄鞘を失ったのち，中央部へと入って行く．層状の細胞層の間は液で満たされ，皮
膚に加えられたわずかな圧迫ででも形状の変化をきたし，形状変化を電気刺激に変化させる
transducer の役目を果たしている．Pacini 小体も quickly adapting receptor であるが Meissner
小体よりもさらに敏感で，256 cps 程度の震動数の高い刺激に最もよく反応する．したがって
Pacini 小体は皮膚に加えられる高い震動数の刺激あるいは皮膚上を早く動く刺激に反応すること
ができる．指尖を素早く動かしながら布目の粗さを知るのはこの受容器によって可能なのである．
　受容器からの求心インパルスは知覚神経線維を通って中枢へ送られる．指神経の中には約
2,500 本の知覚神経線維が走っていると考えられているが，そのうち A-β線維の約 36 ％が
slowly adapting 線維であり，残りが quickly adapting 線維であると考えられている12)（図６）．

3．形態機能
　形態機能とは手全体および各指の長さ・太さ・幅などが適切な比率を保ち，正常な手指の働き
と美しさを保つ機能である．人間の手は生まれながらにして他の動物の手とは異なり，新生児の
手でも猿の手と区別することができる．類人猿の手と比較すると，人間の手指は相対的に長い．
特に，母指の発達は著しく，母指の先端は示指基節のほぼ 70 ％部位にまで至る20)（☞p. 2 図１）．
指の発達により手で作業がしやすくなったばかりでなく，道具や器具の使用が可能になった．手
の形態機能が人類の発達に大きく寄与している．
　高度な機能を発揮する手は５本の指をもち，美しい形を備えている．また，指の動きや位置の
様々な組み合わせによって，感情を表現したり，意志の伝達を行うことができる．
　手は高度な機能を発揮できるよう形態には無駄がなく，それ自身が美しさを備えている．それ
故に，絵や彫刻の題材になり，また舞踊やダンスにおける美の表現の重要な一部分となる．指の
位置や形による意志伝達は古くから用いられている．子どもが指を一本ずつ折りながら数を数え
たり，親指や小指を一本立てて，強い物や可愛いものを意味するのは，古くから用いられている．
競り売りや株売買では複雑な指の形の組み合わせによって数を表現している．聾

ろう

唖
あ

者間で用いら
れる手話では，手の形態機能が最も有効に使われている．手話によって，人と人との間で意志の
疎通を図ることができ，そこでは指の形態が音声の役目を果たしているのである．
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B．手の作業能力 work-ability of the hand

　手の訓練によって習得した作業を行う能力である．子どもは親から教えてもらって手の訓練を
行い手作業を習得し，芸術家やスポーツ選手は訓練・練習によって技術を獲得する．脳を介する
手作業（紐結び，ボタン掛けなど），あるいは器具を使う作業（書字，楽器演奏など）を行う能
力であり，生活では広範多岐に使用される．ADL では食事・整容・衣服の着脱，トイレッティ
ングなどの動作，職場では書字・パソコン打ち・機械組み立て・農作業など各種の作業，芸術・
スポーツでは楽器演奏・バットやラケットの使用技術などの種々な作業能力がこの範疇に入る．
　手の作業能力は大脳の働きと非常に密接な関係をもつ．大脳の発達が人間の手の機能を発達さ
せたと以前は考えられていたが，近年では逆に手の使用が大脳皮質を著しく発達させたと考えら

図 6　指先の皮膚と神経終末
MC：Meissner corpuscle（マイスネル小体）
MD：Merkel disc（メルケル板）
PC：Pacinian corpuscle（パチニ小体）
FEp：free nerve ending for pain（自由神経終末――疼痛）
FEt：free nerve ending for temperature（自由神経終末――温度）
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れるようになった．すなわち，手の発達によって大脳が大きく発達してきたのである8)．人間の
脳は，チンパンジーの脳の約４倍の大きさをもつ．手が大脳に大きく関与することは，☞p. 4
図２の大脳皮質における運動野や体性感覚野に占める手の領野の広さをみても十分うなずける．
手の作業能力を高めるには，訓練や練習によって手と脳との関連づけを深めることが必要である．
手の精巧な働きはフィードバックの繰り返しにより，次第に精度が高められていく．この様なフ
ィードバックには大脳皮質と共に小脳や視床を始め，中枢神経系のすべてが深く関与する．フィ
ードバックには，筋や関節などの運動器内にある筋紡錘や関節固有受容器を介する「内受容器フ
ィードバック」，視覚，触覚，聴覚など外界を介する「外受容器フィードバック」がある．小児
が箸の使い方を覚えたり，字の書き方を覚えたり，ピアノを弾くためには内受容器フィードバッ
クと共に外受容器フィードバックが必要不可欠である．フィードバック制御において手の機能と
脳の働きが強く関連づけられている．上肢の幻肢でも“つまみ”は母指・示指・中指で，“握り” 
は主として中指・環指・小指で行われるという56)．
　手の作業能力を考える時，運動と知覚とは極めて密に関連しているので，両者を全く分離して
考えることはできない．脳の働きにおいても同様であり，大脳皮質の運動野あるいは体性感覚野
は純粋に運動や知覚のみに限定されるのではなく，いずれもが運動・知覚の両者に深くかかわる
ことが知られており，両者を完全に分離して考えることはできない．したがって，運動野と体性
感覚野をあわせて感覚運動野（sensorimotor cortex）とよばれることもある．ただし，ここでは
理解しやすくするために，あえて両者を分けて記述する．

1．手の運動と中枢神経系
　下肢の運動は反射運動に依存するところが大きいが，上肢の運動は随意運動によるところが大
きい．特に，手の運動はほぼ純粋な随意運動である29)．手の随意運動を考える上で最も重要であ
るのは，大脳中心溝の前方にある運動野（４野）である．４野からのインパルスにより手の巧緻
運動が行われる．ただし，４野から指令が発せられる以前に大脳皮質の他の領野や小脳において
は既に運動の企画や手順の検討がなされ，それに基づいて４野は手に指令を伝えるのである．手
の巧緻運動は大脳皮質の働きである意欲・記憶・創造力などが深く関わっており，手で作業を行
うには，常に手に注意を集中しなければならない．その点，頭の中で全く関係のない事柄を考え
ていても，歩行しうる下肢運動とは異なる．ただし，手の随意運動を円滑に行うには，無意識な
運動調節や反射運動が重要な役割を果たしていることも忘れてはならない．無意識な運動調節を
行っているのは主として錐体外路系である．運動前野（６野）は錐体外路系を制御する運動中枢
であり，随意運動中の反射性運動を行う．錐体外路系には運動前野などの大脳皮質のほかに，大
脳基底核の線条体や淡蒼球，間脳の視床，小脳，脳幹，脊髄のいずれもが深い関連をもつ．視床
では前腹側核（VA 核）や外側腹側核（VL 核），脳幹では中脳の被蓋にある黒質や脳幹網様体な
どが錐体外路系として関与する（図７）．
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　1) 随意運動指令伝達経路
　運動野（４野）から発せられる指令は錐体路を下り，中脳・延髄を経て反対側の脊髄に至る．
手の運動に関与する錐体路ニューロンの神経線維は，脊髄では主として側索の外側皮質脊髄路
（tractus corticospinalis lateralis）の最深層部を下行する．一部は前索の前皮質脊髄路を通る
ものもある．大脳皮質から脊髄に至るニューロンは上位運動ニューロンである．頚髄でニュー
ロンが変わり脊髄から手に行くニューロンは下位運動ニューロンとよばれる．下位運動ニュー
ロンに伝えられた指令は頚髄前根から腕神経叢，神経幹を通って前腕や手の筋へ伝達される．
運動野から発し，錐体路を形成している神経線維の 50 ％以上は上肢に行くので，頚髄の白質
（図８では黒く染色されている部分）内にある錐体路線維の多くは下部頚髄および第１胸髄で
終わる．そのため頚髄と比べると胸髄は急に細くなり，断面積は著しく小さくなる．腰髄の断
面積は再び大きくなるが反射に関係する灰白質（図８では白い部分）内の細胞が多くなるので，
灰白質が広くなるのである（図８）．

　2) 大脳の運動野とそれを支配するもの
　運動野（４野）の外側面中央部に上肢の第一次運動中枢は位置する．この領域は進化の過程
において運動前野（６野）よりもさらに後に出現した神経系である．運動野の出力細胞群から

図 7　中枢神経系（縦切図）
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出る錐体路線維は脊髄前角の運動ニューロンの遂行動作に必要な複数筋を種々な組み合わせで
支配し，精細な随意運動を遂行すると考えられる65)．
　運動野（４野）は手の運動を行う最も重要な部分であるが，この領域はまた，他の多くの領
域からの指令や影響を受けている．運動野に大きな影響を与える主なものとして，意志・情
動・感覚などが挙げられる．それらの情報は錐体外路系に関係する運動前野（６野）にも同時
に伝達され，書字や工作などの複雑で系統的な運動も円滑に行えるようにしている．運動野
（４野）が損傷されると随意運動が不能となり，運動前野（６野）が損傷されると強い運動障
害は起こらないが，失行（apraxia）が起こり，運動の意味が分からなくなり，習熟した動作
が行えなくなる．

脊髄の太さの変化
と

白質・灰白質の比

（ 注 : この図では染色により白質は黒く
　染まり，灰白質が白くなっている．）

図 8　中枢神経系（横切図）
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