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はじめに

中手骨及び指骨骨折に対し、観血的整復と内固定を行う際に解剖学的に難易度の高い手技が要求される部位は限定されます。
保存療法を行えば、隣接関節や本来動きを求められる組織が固定され、また損傷することも考えられます。そして十分な整復位を
維持できない場合もあります。ペニッヒ ミニ固定器を用いれば最小限の侵襲で骨片を確実に固定できます。通常は非観血的整復
操作を行うので、軟部組織の剥離は不要です。従来の創外固定器を手の外傷に使用すると、そのクランプのデザイン上、40％以上の
症例で隣接関節を跨いでの固定が必要となります(Asche and Bunny)。ペニッヒミニ固定器のネジ付ワイヤー(以下ワイヤー)はプレ
ドリリング不要で、刺入後に適切な長さにカットできます。
このシステムは骨折治療の3“R”すなわち整復“Reduction”、保持“Retention”、リハビリテーション“Rehabilitation”を行う上で
患者、術者双方にとって理想的な環境を提供します。

手の外科、足の外科領域での適用症例は以下の通りです。
・骨折
・偽関節(非感染性、感染性)
・矯正骨切り
・骨延長
・再接着
・拘縮解離などの軟部組織の矯正

参考文献

ASCHE G., BURNY F. - Indikation für die Anwendung des Minifixateur externe, eine statistische Analyse. Aktuelle Traumatologie, (1982),
12:103-110.

ASCHE G. - Stabilisierungsmöglichkeit einer intraartikulären Trümmerfraktur des I. Mittelhandknochens mit dem Minifixateur
externe.Handchirurgie, (1981), 13:247-249

BARTON N.J. - Fractures of the hand. J. Bone Joint Surg., (1984), 66-B: 159-167.

DOBYNS J.H., LINSCHEID R.L., COONEY W.P.III - Fractures and dislocation of the wrist and hand, then and now.

J. Hand Surg., (1983), 8:687-690.

HEIM V., PFEIFFER K.M. -Small fragment set manual. 1st and 2nd eds. (1974, 1982), Berlin, Heidelberg, New York; Springer-Verlag.

JAMES J.I.P -Fractures of the proximal and middle phalanges of the fingers. Acta Orthop. Scand., (1962), 32:401-412.

PENNING D., GAUSEPOHL T., LUKOSCH R. - The multidirectional minifixator. In: Cziffer E (Ed.). Minifixation. External Fixation of small
bones. Literatura Medica, Budapest 1994; 27-32.

PENNING D., GAUSEPOHL T., LUKOSCH R. - Externe Fixation zur Unterstützung der Weichteilrekonstruktion in der Handchirurgie.
Handchir. Mikochir. Plast. Chir. 1995; 27: 264-268.

PENNING D., GAUSEPOHL T., MADER K., WULKE A. - The use of minimally invasive fixation in fractures of the hand - The Mimifixator
concept. Injury, 2000; 31 Suppl. 1: 102-112.

PENNING D., GAUSEPOHL T., - Metacarpal Fractures, Phalangeal Fractures and Reconstructive Procedures: The Pennig Minifixator in the
Hand.

In: Orthofix External Fixation in Trauma and Orthopaedics. G. De Bastiani, A.G. Apley, A. Goldberg (Eds), Springer, 2000: 195-218.

SEGMÜLLER G. - Surgical Stabilization of the Hand (1977). Williams and Wilkins, Baltimore.
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製品構成

ペニッヒ ミニ固定器用器具
器具は下記の通りです。症例によって必要なものを選択してください。

一般的な手術器械
上記以外にエアドリル、ワイヤーカッターを用意します。その他の器具に関しては必要に応じて用意します。ペニッヒミニ固定器を使
用する際は透視を使用します。

器具のメンテナンス
使用前に全ての器具を確認してください。クランプにワイヤーを何本か刺入して、アレンレンチ 3mmを用いてクランプを締めます。
その際、カムのドットマーク“○”が170°以上回転するようであれば、クランプを交換してください。クランプの固定用スクリュー及び
ダブルボールジョイントも確認してください。
ワイヤーは再使用しないでください。

洗浄と滅菌
初回使用時は使用前に一度容器より製品を取り出して医療用アルコール70％と蒸留水30％の混合液を使用して洗浄してください。
また、洗浄の際にフッ素系、塩素系、臭素系、ヨウ素系もしくは水酸化物系の洗剤は、オーソフィックス製品にコーティングされている
黒色の酸化皮膜を損傷し、腐食のきっかけとなる恐れがあるので使用しないでください。
洗浄後、器具は滅菌蒸留水で水洗いして、不織布で拭き、乾燥させます。
手術に先立ち、創外固定器、スクリュー類、手術器械は、上記のように洗浄し、以下の推奨する滅菌を行ってください。

使用後は毎回クランプをバーから外し、固定用スクリューとカム
は緩めた状態で洗浄、滅菌を行ってください。

カタログ番号 品名

1 M402 ショートボディ

2 M403 スタンダードボディ

3 M404 ロングボディ

4 M415 延長バーショート80mm長（スペーサー付）

5 M416 延長バースタンダード 100mm長（スペーサー付）

6 M417 延長バーロング 120mm長（スペーサー付）

7 M411 スタンダードクランプ

カタログ番号 品名

8 M410 Lクランプ（左右一組）

9 M420 ネジ付ワイヤーシャフト径 2.0mm/ネジ径1.6mm/全長70mm/ネジ長15mm

! M426 ネジ付ワイヤーシャフト径 2.0mm/ネジ径2.0mm/全長100mm/ネジ長15mm

" M412 コンプレッション/ディストラクションナット

# 10-012 アレンレンチ 3mm

$ M442 ネジ付ワイヤー用エクストラクター

% M441 リダクションフォーセプス

方法 サイクル 温度 滅菌時間
蒸気滅菌 プレバキューム 132-135℃ 10分以上

1

2

3
4

7

8

$

%

"

#

9

!

5

6



3

ペニッヒ ミニ固定器中央の箱状ボディ部分（15.5×15mm）には1つのスクリューで固定できるダブルボールジョイントが入っている
構造になっています。両サイドにスレッドバーが接続されていますが、バーの長さはそれぞれ（a）ショート（28.1mmと18.1mm）、（b）スタン
ダード（28.1mmと28.1mm）、（c）ロング（28.1mmと43.1mm）です。

クランプは（a）スタンダードクランプ、（b）Lクランプの2種類があります。Lクランプは骨片が小さい時に使用します。Lクランプを上図の様に
向かい合わせに装着すれば内側同士のワイヤーは最小6mmの間隔で刺入できます。その場合、カムのドットマーク“○”は常に術者
の方に面していなければいけないため、左用と右用があります。通常、スタンダードクランプは中手骨、中足骨に、Lクランプは手指骨に
使用します。

製品について

（a）

（b）

（c）

（a）

（b）
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製品について

コンプレッション/ディストラクション ナットをスレッドバーに取り付けることにより、望む方向への短縮、延長が可能になります。アレン
レンチ3mmを用いてナットを360°回転させれば、それぞれ1mmの短縮、延長が行えます。通常、新鮮骨折例ではコンプレッション/
ディストラクションナットを使用することはありません。

クランプには最高4本までワイヤーを刺入できます。ほとんどの症例では2本で十分な固定性が得られます。このワイヤーは骨への
固定性を確実に得るため、ペニッヒミニ専用にデザインされたものです。通常のキルシュナーワイヤーはその目的のためには不十分
なので使用しないでください。ワイヤーは（a）全長100mm、ネジ径2.0mm、（b）全長70mm、ネジ径1.6mmのネジ径と全長の異なる
2種類があります。両方ともネジ長は15mm、シャフト径は2.0mmです。ワイヤーは刺入後カットできます。

コンプレッション：ナットをクランプの外側に付けます。クランプ
は中央ボディ部の方向へ動きます。

ディストラクション：ナットをクランプと中央ボディ部の間に付け
ます。クランプは中央ボディ部から離れる方向
に動きます。

コンプレッション ディストラクション

15mm

15mm

100mm 70mm

（a）

（b）
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ワイヤーをクランプに刺入する前にカムのドットマーク“○”とクランプのドットマーク“〇”を同じ位置で合わせます。そうすることで
クランプ内のホールが開き、ワイヤーの刺入が可能になります。ワイヤーを骨軸に対して平行のクランプのホールに刺入すると上図（a）
のように2本のワイヤーは平行になり、骨軸に対して直角のクランプのホールに刺入すると上図（b）のように 2本のワイヤーは収束します。
これは特に関節近傍や非常に小さい骨片にワイヤーを刺入する際に有用です。

ご注意：上図（b）のように角度の付いたホールでワイヤーを刺入すると、後にクランプをワイヤーに沿わせてスライドさせることが
できなくなります。2本目のワイヤーを刺入する前に皮膚と固定器までの距離が適正であることを確認してください。

ワイヤーはカムを締めることによりクランプ内で固定されます。ワイヤーを骨に刺入した後、カムを確実に締めて、クランプとワイヤーを
固定させてください。

骨延長・ボーントランスポートを行う際はボールジョイントがあるボディから延長バーに交換してください。延長バーは（a）ショート
（80mm長）、（b）スタンダード（100mm長）、（c）ロング（120mm長）の3種類があり、スタンダードクランプかLクランプのどちらかを組み
合わせ、2mm径のワイヤーを使用します。特に骨粗鬆症の場合や中足骨では固定力をあげるため両方のクランプに3本目のワイヤー
を追加する必要がある場合があります。
延長バーには右上図（d）のようにスペーサーがセットになっています。このスペーサーによって牽引中もナットとスタンダードクランプは
しっかりと表面が接している状態を維持できます。右下図（e）のようにLクランプ使用時にはスペーサーは必要ありません。

製品について

（a）

（a）

（b）

（c）

（b）

（d）

（e）
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手術手技：中手骨骨折

中手骨には2mm径のワイヤーを使用します。ワイヤーを骨軸に対して平行になるホールを選択し2本のワイヤーを平行に刺入するか、
もしくは骨軸に対して直角になるホールを選択し2本のワイヤーを収束する方向に刺入する必要があるかはX線を参考にして判断
します。一方の骨片が小さければ骨軸に対して直角に収束する方向に刺入させることを推奨します。ワイヤーの刺入位置は骨折線
から少なくとも3mm以上開けてください。

第1ワイヤーの刺入
第1ワイヤーは関節に一番近いところから刺入します。パワードリルを用いて前額面より刺入します。ワイヤーネジ部は円柱形状のため、
必要な時には、手前に引き戻すことができます。全適応症例に於いてワイヤーは対側骨皮質を貫きます。軟部組織の損傷を避けるため、
先端が1mm以上突出しないように透視下で確認してください。

第1クランプの取り付け
第1ワイヤーに沿ってカムとクランプのドットマークを合わせた状態でクランプを取り付けます。クランプは後からカムを締められるように、
常にドットマークが手前を向くように取り付けてください。

第5中手骨骨幹部骨折
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一般原則として、クランプは術後の腫れを考慮し、皮膚より5～10mm離して取り付けます。ワイヤーはクランプ表面から5mm程出た
位置でカットします。次に刺入するワイヤーの妨げにならないように、ワイヤーは刺入後、その都度カットします。

第2ワイヤーの刺入
第2ワイヤーは骨片の大きさを考慮し第1ワイヤーを基に、ワイヤーを骨軸に対して平行になるホールを選択し2本のワイヤーを平行に刺入す
るか、もしくは骨軸に対して直角になるホールを選択し2本のワイヤーを収束する方向に刺入します。骨片が小さければ骨軸に対して直角
になるホールを選択し2本のワイヤーを収束する方向に刺入することを推奨します。第2ワイヤーも透視下で刺入後、確認しカットします。

ご注意：第2ワイヤーの刺入中はアレンレンチ3mmをカムの六角溝の中に入れて、ドリリングの振動によりカムのドットマークの位置
が動かないように維持しておくことを推奨します。

手術手技：中手骨骨折
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手術手技：中手骨骨折

固定器の選定と装着
骨の長さと骨折部位を考慮し、ショート、スタンダード、ロングのいずれかのボディを選択します。ワイヤーの刺入を終えたクランプに
バーを取り付けます。

ダブルボールジョイントの動きが多少堅くなるように、ボディの固定用スクリューを時計方向に少しだけ締めます。この段階で固定器の
長軸を中手骨の長軸に合わせ整復を行います。次にもう一方のバーにもクランプを取り付けます。
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第2クランプへのワイヤーの刺入
上図はバーにもう1つのクランプを取り付け、第3、4ワイヤーの刺入を終えたところを示します。通常は骨軸に対して平行になるホール
を選択し2本のワイヤーを平行に刺入しますが、場合によっては骨軸に対して直角になるホールを選択し2本のワイヤーを収束する
方向に刺入します。ワイヤーの刺入位置は最終的な整復操作を行うために無理が生じない位置を透視で確認しながら、クランプを
取り付けるように注意します。

カムとクランプの固定
全てのワイヤーを刺入後、両方のクランプのカムを締め、ワイヤーを固定します。クランプの固定用スクリューは最終的な整復操作を
行う際に、クランプがバーに沿ってスライドできるように、一方のみ固定します。

手術手技：中手骨骨折
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手術手技：中手骨骨折

整復
骨折部に牽引を加えて、回旋変形が生じないように特に注意して整復します。全ての指を屈曲した際に指尖が舟状骨結節部に向かう
ようにします。リダクションフォーセプスを使用するとX線から離れた位置で操作できます。X線保護グローブを着用すると更に安全です。
リダクションフォーセプスはクランプを把持して操作が可能で、整復後、必要な部位のスクリューを締めれば整復位を損なうことは
ありません。

最終的な本体の固定
上図のように整復位を保持しながらもう一方のクランプをバーに固定します。次に角度をコントロールしながらボディの固定用スクリュー
を時計方向に回し、ダブルボールジョイントを固定します。最終の操作では皮膚－固定器に十分なスペース（5mm以上）があることを
確認します。ワイヤーはクランプ表面から2mm程度出る位置でカットします。そうすれば切り口が服に引っ掛かることはありません。固
定器を完全に包むように包帯を巻きます。指全周に包帯を巻く必要はありません。手術当日から患者には指と隣接関節を動かすこと
を推奨します。しかし、この時点ではまだ重い物を持たせてはいけません。
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遠位の小骨片は2本のワイヤーを収束させて刺入できるようにクランプを取り付けます。もう1つのクランプは第5中手骨骨幹部骨折
（P.6～10）と同様の方法で取り付けます。

第1ワイヤーの刺入
最初に刺入するワイヤーは遠位骨片の掌側のワイヤーです。このワイヤーは前額面より関節面に平行になるように刺入します。骨折
線が遠位過ぎる場合以外は、可能であれば関節包を避けて刺入します。

クランプをワイヤーに取り付けて、ワイヤーをカットします。

第5中手骨骨頭下骨折

手術手技：中手骨骨折
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手術手技：中手骨骨折

第2ワイヤーは第1ワイヤーの背側で2本が横断面上に並ぶように刺入します。第2ワイヤーは進むにつれて第1ワイヤーの方へ収束
していくため、小さな骨片でも2本のワイヤーを刺入可能です。収束させることはクランプを正しい向きに取り付けた場合のみ可能
です。裏返しに取り付けた場合は2本のワイヤーは発散してしまいます。透視を使用してワイヤーが正しく刺入されているかを2方向
より確認してください。

装着の完了
その他の手技に関しては第5中手骨骨幹部骨折（P.6～10）と同様の方法で行います。骨頭下骨折は回旋変形を生じやすいため、
整復を行う際は回旋のアライメントを矯正しておくことが特に重要です。

第1中手骨骨幹部骨折
第1中手骨骨幹部の骨折の手技に関しても、第5中手骨骨幹部骨折（P.6～10）と同様の方法で行います。しかしながら重要な点は
伸筋、外転筋腱の動きを阻害しないことです。
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第1中手骨基部の粉砕骨折にも適用できます。この場合、大菱形骨と第1中手骨にワイヤーを刺入して、第1手根中手関節を跨いで
固定します。

第1クランプへの第1ワイヤーの刺入
最初に大菱形骨に2本のワイヤーを刺入します。解剖学的snuff-box（かぎたばこ窩）を横切っている腱を損傷しないようにsemi-open
アプローチで展開し横断面上に刺入します（2本のワイヤーは収束）。この場合両クランプとも上下逆に取り付けます。

固定器の装着
ボディと中手骨にワイヤーを刺入するためのクランプを取り付けます。

第1中手骨基部骨折

手術手技：中手骨骨折
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手術手技：中手骨骨折

第2クランプへのワイヤーの刺入
骨の長軸に対して平行に2本、骨幹部にワイヤーを刺入（2本のワイヤーは平行）し、Ligament Taxis効果によって変形を矯正します。
関節面の整復が得られないようであれば、観血的整復へ移行し、必要であればスクリューやKワイヤー等の内固定を追加します。

第2中手骨へアプローチは前額面から30°背側に傾斜させてワイヤーを刺入します。第3、4中手骨には尺側から固定器を装着します。
その際ワイヤーは前額面から45°背側に傾斜させてワイヤーを刺入します。ワイヤーの刺入は中手骨掌側の腱、神経血管を損傷し
ないように十分注意してください。

他の中手骨へアプローチする際の注意点
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指骨は非常に小さく、創外固定を使用する場合はより注意が必要になります。基節骨基部には2mm径のワイヤーも使用できますが、
それより遠位では1.6mm径のワイヤーを使用します。固定器の装着は可能ならば関節を跨がない方が良いですが、避けられない時は
関節を開大させすぎないように注意し、本来の機能的な位置に関節が来るようにします。Lクランプは小骨の固定用に開発され、
骨折線に近い位置にワイヤーを刺入できます。適用に関しての概要は指骨も中手骨も同様です。通常は最初に小さい方の骨片に
ワイヤーを関節面に平行に2本のワイヤーを収束させて刺入します。示指及び小指の基節骨では固定器は前額面に取り付けます。
中指及び環指は前額面から45°傾斜させて取り付けます。使用するワイヤーの数は末節骨では各々の骨片に1本ずつワイヤーを刺入
すれば、十分に整復位が保てます。その他の指骨には2本ずつワイヤーを刺入します。

第1ワイヤーの刺入
骨折部位が示指基節骨基部に近い時、第1ワイヤーは2mm径を使用し、前額面より橈側から基節骨基部の掌側に刺入します。

示指基節骨基部骨折

手術手技：手指骨骨折
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手術手技：手指骨骨折

最初に取り付けるクランプ
スタンダードクランプかLクランプを上下逆にして第1ワイヤーに沿って取り付け、ワイヤーを適切な長さにカットします。

第2ワイヤーの刺入
第2ワイヤーを第1ワイヤーの背側に刺入します。
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固定器の装着
ショートボディを取り付け、Lクランプか、可能であればスタンダードクランプを取り付けます。

装着の完了
中手骨骨折の場合と同様の方法で2本のワイヤーを刺入します。

手術手技：手指骨骨折
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手術手技：中足骨骨折

通常、主に第5中足骨の骨折に使用します。原則的には中手骨骨折の場合と同様で固定器は前額面に取り付けます。骨折のタイプと
必要とされる固定力の程度によっては、まれに2番目に取り付けたクランプに3本目のワイヤーを刺入する場合があります。第5中足骨
に固定器を装着する場合は足底をつけるように、上下逆に取り付けます。術後は特別な靴を履かせる場合もあります。

第1中足骨の場合も固定器は前額面に取り付けます。第2、3、4中足骨に対しては前額面から背側に45°傾斜させてワイヤーを刺入
します。ここでもまた足底部の伸筋腱、神経血管系を損傷しないように注意します。足趾骨の骨折の場合も手指骨と原則的には同様
です。
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偽関節に使用する場合も手技は骨折の場合とほぼ同様です。ほとんどの症例において圧迫をかけることが有効ですが、圧迫をかけ
る前に仮骨形成を促すために牽引をかける場合もあります。
コンプレッション/ディストラクション ナットを片側もしくは両側に上図のように取り付けます。牽引が必要であればクランプの内側に、
圧迫が必要であればクランプの外側に取り付けてください。

圧迫もしくは牽引をかけようとする箇所のクランプの固定用スクリューを緩め、隣接するナットを回してください。

偽関節（非感染性、感染性）

手術手技：特殊な症例について

コンプレッション ディストラクション
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手術手技：特殊な症例について

以上の操作を終えれば、再びクランプの固定用スクリューを締め、出来ればコンプレッション/ディストラクションナットを取り外します。
治療は骨移植も含め、全過程に於いて偽関節治療の原則に従って行わなければならず、創外固定はあくまでもその一部を担うもの
です。

矯正骨切り
外傷性の変形癒合や先天性の変形に対して創外固定器を用いて中手骨、中足骨もしくは手指骨、足趾骨のアライメント不良を矯正
することができます。この方法は特に手指骨、足趾骨の回旋変形例に対して有用です。一般的な原則としては外傷性の症例では
受傷した部位で矯正すべきです。通常、骨癒合は骨幹端部～骨幹部の間で早く進行するため、その部位を優先的に選択します。
矯正骨切り術の手技は中手骨及び手指骨骨折に対する手技とほぼ同様です。一対のワイヤーを他の一対に対して必要とする矯正
角度を持たせて刺入します。骨切りを行い、矯正が完了した時点でワイヤーは同一面上に並びます。
まず、関節近位部に一対のワイヤーを関節面に平行に刺入します。計画段階で必要とされた矯正角度に合わせて、次に刺入する
一対のワイヤーの刺入位置を決定します。ワイヤーの刺入を終えたら骨膜を保護しながら骨切りを行い、矯正します。術前の計画が
正確であれば矯正終了後、二対のワイヤーは同一面上に来ます。
カムを締めクランプをワイヤーに固定します。方向性を確認した上で片側のクランプの固定用スクリュー及びダブルボールジョイントを
締めます。もう一方のクランプを固定する前にコンプレッション/ディストラクション ナットを用いて骨切り部に圧迫を加え力学的な
安定を促進させます。偽関節に対しての圧迫の原則に従って行います。骨癒合に要する期間は骨折の場合より通常長く、9～12週
を要します。この間、理学療法を行うことが重要です。



21

原理的には手指骨、足趾骨、中手骨、中足骨とも延長が可能です。母指切断後の第1中手骨の延長が症例的には最も多いようです。
2mm径のワイヤーを使用し延長バーにスタンダードクランプかLクランプを用いて前額面に取り付けます。
特に骨粗鬆症や中足骨の場合、固定性を高めるため両方のクランプに3本目のワイヤーを加える場合もあります。骨幹端部か骨幹
部中央で骨切りを行います。2番目のクランプを取り付ける前に延長バーにコンプレッション/ディストラクション ナットを取り付けます。
延長バーにはスペーサーがセットになっています。このスペーサーによって牽引中もナットとスタンダードクランプはしっかりと表面が
接している状態を維持できます。Lクランプ使用時にはスペーサーは必要ありません。

延長を開始するまでに7～10日間の待機期間を置くことを推奨します。延長は0.5mm/1日の速度を2回に分けて（ナットを1/4回転×2
回）行います。延長速度は早期に骨化が認められれば一時的に速め、骨化が遅れているようであれば一時的に遅らせます。週1回X
線にて仮骨形成を確認してください。

骨延長・ボーントランスポート

手術手技：特殊な症例について
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手術手技：特殊な症例について・禁忌

ボーントランスポートは骨欠損の治療として行います。延長バーに3つのクランプを取り付けます。2つのクランプを大きいほうの骨片
に取りを付け、そのクランプの間で骨切りします。可能であれば骨幹端部で骨切りをします。延長バーの取り付けとワイヤーの刺入
の前に骨片が一直線上になるように整復させることに注意してください。クランプの設置の順番は上図を参照ください。延長の終了
間際に延長量に問題があれば「2」のクランプの固定用スクリューを緩め、「1」と「3」の間で延長を継続してください。

再接着術
創外固定を用いれば短時間で固定できるため、再接着術には特に有用です。手技の一般原則は骨折例に従います。必要に応じた
形で固定器を装着しますが、重要なことは血管神経などの軟部組織の処置を行う妨げにならないように取り付けることです。再接着術
では通常、創外固定器の装着期間は骨折例より長くなります。再接着術に固定器を使用する際は、可能な限り関節を跨がないように
固定を行います。それにより再接着を行った部位の機能回復が促進されます。

軟部組織の矯正と関節開大術
この固定器は牽引機能を有しているため、指間の開大に使用でき、例えば火傷やその他の損傷により生じた第1,2中手骨間の拘縮が
適用となります。この手技は追加的に行われるものであり、軟部組織の解離術の後で行ってください。骨延長とは違い、軟部組織の
矯正の場合は術後1日目から牽引を開始できます。固定器は第1,2中手骨間に装着します。延長は0.5mm～1mm/1日（ナットを1/2～
1回転）で行います。
関節開大術、特に近位指節間関節への適用はまだ研究段階であり、ペニッヒミニ固定器の使用を積極的には推奨できません。

禁忌
ペニッヒ ミニ固定器の手、足への禁忌例は、通常の創外固定器とほぼ同様で重度の骨粗鬆症、HIV感染者、重度の糖尿病患者
が含まれます。協力が得られない患者や、予期せぬ行動を取りそうな患者にも創外固定器を使用しないでください。従って患者を
良く選択すれば後々の問題は発生しません。

1 3 2
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術後は腕を挙上させ、歩行時も腕は挙上したままにさせます。吊り包帯は使用するべきではありません。ワイヤー刺入部は週2回観
察することを推奨します。術後2週経過すれば、傷口の包帯は不要ですが、固定器はその後も保護が必要です。ワイヤー刺入部の
洗浄に石鹸を使用させてはいけませんが、水道水での洗浄は許可します。手の外科の手術後はどのような場合でも理学療法を行う
ことが薦められていますが、それはこの手技書で述べた手技も同様です。骨癒合を得られたと術者が確認した時点で固定器を抜去
します。
ペニッヒミニ固定器は術直後より手を完全に機能させるようにデザインされているため、患者にもリハビリを積極的に推奨します。しかし、
重たいものを持つと、ワイヤーが過度に緊張を起こすため、重いものを持たせないでください。ワイヤー刺入部の管理は最も重要な術
後管理の1つであり、“Pin Site Care”のビデオを参照してください。
足趾に使用する場合、3週間は足底ギプスを用い、足は頻繁に挙上させます。骨折のタイプと軟部組織の損傷度合いにもよりますが、
荷重は1週間以上経過してから行ったほうがいいでしょう。ほとんどの症例に於いては、術後の腫れがおさまれば部分荷重させること
を推奨します。固定器装着中は普通の靴は履けないので、該当する部分をカットした特殊な靴を履かせるのもいいでしょう。

固定器とワイヤーの抜去
抜去を行う際は固定器の全てのスクリューをゆるめ、固定器をスライドさせてワイヤーから抜去します。ワイヤーはネジ付きなので
簡単には引き抜けないため、ワイヤーエクストラクター（M422）を用いて抜去します。ワイヤーにネジをゆるめた状態のワイヤーエクス
トラクターを挿入し、アレンレンチ3mmを用いてネジを締め、反時計方向に回し続ければワイヤーは抜去できます。クランプの中で
ワイヤーが詰まってしまう恐れがあるため、ワイヤーを曲げたり、ねじったりしないことが重要です。ワイヤーの抜去は通常外来で
麻酔なしで行えます。
この方法で抜去できない場合、すなわち先端が曲がっている、骨内で集束しているワイヤー、もしくはその疑いがある場合はその
ワイヤーの抜去を優先して考える必要があります。ワイヤーを短くカットし過ぎたために、ワイヤーエクストラクターをワイヤーに取り付け
られない場合はクランプを押し下げて皮膚に近付ければいいです。それでもうまくいかない時は皮膚とクランプの間でワイヤーを
カットする必要があります。
ワイヤー抜去後は刺入箇所の消毒を行い、包帯を簡単に巻いておきます。刺入箇所は通常3～4日で治ります。

後療法
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