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Kワイヤーの刺入

適切なサイズのリングを選択します。

フルリングとして使用する際には、1/3リングと2/3リングをロッキ

ングスクリューで連結します。

スライダーユニット（３ホールタイプ）のすべてのスクリューを緩め

て、ユニットに描かれている図と対面のワイヤー固定ピンが上下

同じ方向になるようにしてワイヤーをスライダーユニットのホール

に誘導します。

注意：最初のワイヤーをフリーハンドで刺入する場合は、オリー

ブなしのワイヤーを使用します。次いで、ワイヤー両端にスライ

ダーユニット（３ホールタイプ）を通してリングに取り付けます。

ワイヤーを通したスライダーユニットをリングに固定してから、ワ

イヤーの一方の端を5mmのアレンレンチを用いてワイヤークラン

プスクリューで締め付けて仮固定します。

解剖学的に安全なKワイヤー（以下 ワイヤー）の刺入ルートを考

慮しながら、関節に最も近いワイヤーを最初に刺入します。

ワイヤー固定ピン（2ホールタイプ）をリングの適切なホールに取り

付け、ラテラルオリーブ付ワイヤーの先端を誘導します。

助手がリングを関節面に平行に、そして下肢がリングの中央にく

るように保持した状態で、ワイヤーを軟部組織に突き刺し、骨に

接してからドリリングします。関節包を貫通しないように注意します。

ワイヤーが反対側の骨皮質を貫いたら、ドリリングを止め、ワイ

ヤーがリングと関節面に平行であることを確認します。ワイヤー

のオリーブがワイヤー固定ピンにあたるまで、小型のハンマーで

ワイヤーの端を軽くたたきながら進めます。

注意：ワイヤーは、骨折や関節包の位置に応じて、リングの上面、

下面、中央のいずれの位置にも刺入することができます。
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2本目のワイヤーをワイヤー固定ピンの残りのホールから、ワイ

ヤーガイドを用いて、1本目のワイヤーと平行に刺入します。

対面のスライダーユニットを一時的にリングから取り外して2本の

ワイヤーをスライダーユニットの適切なホールに通します。

スライダーユニットを３ｍｍのアレンレンチでしっかりとリングに固

定します。

下肢がリングの中央に来ていることを確認します。

ワイヤーにテンションをかけるために、まずワイヤーテン

ショナーのハンドルをいっぱいに開きます。

ワイヤーテンショナーにワイヤーを通して、スライダーユ

ニットの面にあたるまで十分に押し込みます。

ワイヤーに最低1200 Nのテンションをかけます。必要に応

じて2回に分けてテンションをかけることも可能です。

スライダーユニットのワイヤークランプスクリューを5mm

のアレンレンチで締めます。

ワイヤーを適切な長さに切り、曲げてワイヤーカバーを取

り付けます。

注意：オリーブなしワイヤーで両端をスライダーユニット（３ホー

ルタイプ）で固定する場合には、ワイヤーを固定していない側の

スライダーユニットからテンションを加えます。

神経・血管の位置を考慮して、交差するワイヤーをできる限り

角度（通常は50°～70°）をつけて刺入します。

リングを安定させるために、ワイヤーは脛骨の中心で交差する

ようにしてください。

2つ目のワイヤー固定ピン（2ホールタイプ）は、最初のワイヤー

固定ピンとは上下逆にリングに取り付けると骨内でワイヤー同

士が接触することを防ぎます。

QUICK REFERENCE GUIDE
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骨幹部スクリューの挿入

徒手的にリングと下肢を操作して骨折部を整復します。

リングにボールジョイントカップリングを用いて固定器を取り付け、

３ｍｍアレンレンチで締め付けます。

固定器を脛骨の長軸に沿って位置させて、すべてのロッキングス

クリューとカムを締め付けます。固定器のボディが最も短縮した状

態や最も伸展した状態でないことを確認してください。

固定器のクランプはそれ自身がスクリュー挿入のためのテンプ

レートとして使用できます。スクリューを標準的な手技で挿入し

ます（「オーソフィックス創外固定器：Basic Considerations」を

参照ください）。2本のスクリューを挿入する場合には、クランプ

の１と５の溝を、３本挿入する場合は１，３，５の溝を使用します。

骨折部の整復状態を確認します。

固定器のマイクロムーブメントロッキングナット、セントラルボディ

ロッキングナット、ボールジョイントを6ｍｍのアレンレンチで締め

ます。

トルクレンチはボールジョイントの最終締結時のみに使用します。

安定性を高めるために補強バーを追加することができます。

リングにポストを挿入し、補強バーをサプリメンタリースクリュー

ホルダークランプを用いて連結します。補強バーの反対の端を

別のサプリメンタリースクリューホールダークランプを用いてスク

リューに連結します。

骨折の治癒の状態によって、骨折部に軸荷重が増すように補強

バーを取り除きます。

QUICK REFERENCE GUIDE
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オーソフィックス エクスカリバー メタ-ダイアフィジアル固定器、あるいは、Tクランプやメタフィジアルクランプ付きの

プロカルス固定器は、骨幹端部や関節内骨折を固定するためにご使用できます。しかしながら、高度な粉砕骨折例や骨欠

損例ではスクリュー固定が片持ち梁の構造であるため、頻回な荷重によって骨幹端部ではスクリューのルースニングが早

期から生じる可能性があります。

テンションワイヤーを交差的に刺入する固定方法は、骨幹端部において比較的容易に使用することが可能で、長期間にわ

たり良好な固定性を得ることができます。

また、骨幹部では先細りのテーパー形状をしたコーティカルスクリュー（ネジ径6-5mm）を用いた固定により、長期間の良好な固定性

が得られることが知られています。

そのため、ハイブリッド固定器は、骨幹端部でのテンションワイヤーと骨幹部でのコーティカルスクリューの固定を組み

合わせることで良好な骨の固定性を得ることができます１）。

適応症例

●脛骨の遠位/近位および大腿骨遠位の骨幹端部、関節内骨折

はじめに
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ワイヤー - リング固定システム

80-025 ワイヤー固定ピン（2ホールタイプ）

ワイヤー（2mm径）刺入用の2つのワイヤーホールを持つ６ｍｍ径

の円筒状の固定ピンです。固定ピンのヘッドに近いワイヤーホ

ールはリングの溝の中心からオフセットされており、骨内で交差

するワイヤー同士が接触しないように配置されています。この固

定ピンはラテラルオリーブ付ワイヤー使用時に用いるものです。

オリーブなしワイヤーを使用する場合にはスライダーユニットを

両端に使用してワイヤーを固定してください。

2/3-1/3リング

リングには2/3と1/3の形状があり、連結してフルリングにするこ

とができます。2/3リングは通常関節近傍で関節の屈曲を可能

にします。リングのサイズは、次のものをご用意しています。

☆125mmのリングは受注発注品です。
リングは2つのリングロッキングスクリュー（81-008）で組み立てます。

2/3-1/3ラジオルーセントリング

X線透過性のラジオルーセントリングには2/3と1/3の形状があり、

連結してフルリングにすることができます。リングのサイズは、次

のものをご用意しています。

リングは2つのリングロッキングスクリュー（81-008）で組み立てます。

リングサイズ：
内径

150 mm
175 mm
190 mm

81-150
81-175
81-190

81-150P
81-175P
81-190P

2/3リング 1/3リング

製品構成

リングサイズ：
内径

☆125 mm
150 mm
175 mm
190 mm
220 mm

81-050A
81-000A
81-002A
81-004A
81-006A

81-051
81-001
81-003
81-005
81-007

2/3リング 1/3リング
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プロカルス固定器

90-000 プロカルス固定器キット スタンダードモデル

90-028 プロカルス固定器キットショートモデル

ワイヤー

ワイヤーラテラルオリーブ付（2mm径）

80-112 400mm長

80-111 350mm長

80-101 310mm長

ワイヤー セントラルオリーブ付（2mm径）

80-123 450mm長

80-121 400mm長

ワイヤー オリーブなし（2mm径）

80-124 450mm長

80-122 400mm長

製品構成

80-031 スライダーユニット（3ホールタイプ）

ワイヤーをリングに固定するために使用します。4つのスクリューが

あり、2つのスクリュー（a）はスライダーユニットをリングに固定する

ため、残りの2つのスクリュー（b）はスライダーユニットの3つのワイ

ヤーホールの内、2ヵ所でワイヤーを固定するために使用します。

中央のワイヤーホールは骨内で交差するワイヤー同士が接触しな

いようにオフセットされています。このスライダーユニットは全てのタ

イプのワイヤーに適応していて、ワイヤーをリングの上面、中央、下

面のどこでも固定することができます。スライダーユニット（3ホール

タイプ）は、1本もしくは2本のワイヤーしか固定できないように設計

されています。3本のワイヤーは使用できません。

（a）

（b）
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スクリュー

標準的な先細りをしたテーパー形状の6-5mm径のコーティカル

スクリューを使用します。

推奨サイズ：

脛骨：

10-110 コーティカルスクリュー　全長110mm/ネジ長30mm

10-114 コーティカルスクリュー　全長130mm/ネジ長40mm

大腿骨：

10-165 コーティカルスクリュー　全長150mm/ネジ長40mm

10-103 コーティカルスクリュー　全長180mm/ネジ長50mm

10-200 スクリューカバー（20個セット）

エクスカリバー固定器

99-91080 エクスカリバー ハイブリッドキット

X線透過型のディスポーザブル創外固定器で滅菌包装されてい

ます。固定強度が求められるクランプロッキングスクリューとセン

トラルボディロッキングナット、ボールジョイント部のカム/ブッシュ、

リング固定用のボルトのみ不透過性の材質を用いています。プ

ロカルス固定器のショートモデル、スタンダードモデルに相当する

全長調整が可能です。

ハイブリッドカップリング ボールジョイント付

80-050 ハイブリッドカップリング ボールジョイント付

この連結器具は単品、もしくはプロカルス創外固定器（スタンダー

ドもしくはショートモデル）と組み合わせた構成で手配することも

可能です。

80-051 ハイブリッド固定器キットスタンダードモデル

80-052 ハイブリッド固定器キットショートモデル

製品構成
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補強バー

80-043 300ｍｍ長

10-041 400ｍｍ長

補強バーは４つのサプリメンタリースクリューホルダークランプ（90-

038）と２本のポスト 50mm長（80-042）と連結してシステムの安

定性を補強するために使用します（P.21を参照）。

補強バー300mm長（81-043）はX線透過です。

80-043, 10-041

81-043

80-042 90-038

製品構成

80-041 インディペンデントワイヤークランプ

セントラルオリーブ付ワイヤー（2mm径）を用いて、不安定な骨

片を固定する際に使用します。ワッシャー（W2200）を用いて骨

皮質との接触面を強化することもできます。

インディペンデントワイヤークランプはリングに直接取り付けます。

ボルト ワッシャー・ナット付（3本セット）

80-034 60mm長

ボルト ワッシャー・ナットなし（10本セット）

81-024 25mm長

81-021 35mm長

81-022 ナット・ワッシャー（20個パック）

80-041
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18-001 ワイヤーテンショナー

600～1400Nの目盛りがついています。

81-031 オープンエンドレンチ

81-030 スピードレンチ

10-017 アレンレンチ６ｍｍ

91-017 ユニバーサルアレンレンチ　3mm/5mm

レンチの先端は多形のホールがありワイヤー先端を固定できる

ようになっています。この器具はワイヤーベンダーとしても使用で

きます。

18-002 ワイヤーガイド

2本目のワイヤーを1本目のワイヤーに平行に正確に刺入する目

的で使用します。

手術器具
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W1003 ワイヤーカッター

80-200 ワイヤーカバー（２０個パック）

スクリューガイド

11-102 60mm長

11-137 80mm長

11-103 100mm長

ドリルガイド

11-138 60mm長

11-105 80mm長

手術器具
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ドリルビットキット 4.8mm径

11-001 180mm長

11-002 240mm長

その他の手術器具

他に、ワイヤー、ワイヤードライバー、小型のハンマー、ベンダーなどが必要になります。

手術器具
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滅菌済み製品を除き、未滅菌製品の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

る黒色の酸化被膜を損傷し、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、製品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、手術器具は、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。

器具のメンテナンスに関する詳細は、「オーソフィックス創外固定器: Basic Consideration」をご覧ください。

洗浄と滅菌

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
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リングサイズの選択

5種類のリングサイズがフルリングまたは2／3リングとして用意されています。一般的に2／3リングは膝関節の屈曲を可能にして、患者

にとってより良好な装着感を得る目的で使用されます。この2／3リングでは、交差するワイヤーの角度は最大で約70°です。

リングとして適切なサイズはリングを患者の下肢に合わせて、リングと下肢の皮膚の間に少なくとも1.5cmから2cmの間隙が確保

されるものを選びます。

一般的に以下のようなリングサイズが推奨されます。

リングサイズ/ワイヤーの組み合わせ

通常、骨幹端部には一つのリングを使用します。骨幹端部リングでは固定に利用可能な骨軸長が２０ｍｍ以上ある場合は、ワイヤー

を１レベル（２本）ではなく２レベル（４本）で固定します。２０ｍｍ以上確保できない場合は、１レベルでの固定で使用しなければなり

ませんが、必要に応じて隣接関節をまたいだ部位での固定を追加することで安定化をはかります。

固定に十分な骨軸長を確保できる場合は、ボルトで連結した２つのリングにそれぞれ２本ずつワイヤーで固定して使用することも可

能です。

膝関節
膝関節
膝関節

足関節
足関節

やせ型
普通型
肥満型

やせ型
普通型

150 mm - 175 mm
175 mm - 190 mm
190 mm - 220 mm

125 mm - 150 mm
175 mm

推奨するリングサイズ患者の体格部位

術前プランニング:  脛骨近位骨幹端部および脛骨遠位骨幹端部への適用
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脛骨近位骨幹端部　関節外骨折

関節面の転位がないか、あるいはほとんどない短い螺旋骨折、

骨幹部－骨幹端移行部の短い斜骨折では近位に２～４本のワ

イヤー、遠位に２～３本のスクリューを用いて固定します。

高齢者にしばしばみられる長い斜骨折では近位の骨片の固定

性を改善させるためにボルトで固定した２つのリングを組み合

わせて使用することもできます。

下方のリングで腓骨を貫通させてワイヤー固定をする場合は、

ワイヤーは冠状面でより前方にくるように通します。

脛骨近位骨幹端部　関節内転位骨折

関節面の整復は透視下で標準的な関節切開２）や小切開での経

皮的な方法３，４）によるキャニュレイティッドスクリューなどを用いて

行います。このような関節面の整復を伴い、創外固定で固定する

ような軟部組織を損傷している症例では、ＣＴスキャンを用いて検

討すると、より安全で、正確に、そして容易に再建が可能となりま

す。通常は３～４本のワイヤーで近位を固定します。Schakzker分

類のタイプ６の骨折例では、力学的に４本のワイヤーを用いた固定

が適切とされています５，６）。

Low energyの螺旋骨折で閉鎖的に整復位が得られた場合

は、内固定の追加はほとんど必要ありません。

脛骨近位骨幹端部
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ワイヤーの安全な刺入ルート

脛骨近位にワイヤーを刺入する場合には、腓骨頭が重要なランド

マークになります。腓骨頭の後方を通る総腓骨神経を突き刺さな

いように注意しなければなりません。

腓骨にワイヤーを２レベルで刺入する場合には、２本とも腓骨頭に

刺入するか、１本を腓骨頭に通して、もう１本をより近位の腓骨頭先

端に刺入します。上方のワイヤーは関節包を貫通しないように関節

面から少なくとも14ｍｍ以上離して刺入します。下方のワイヤーは

腓骨頸部よりも上方に刺入しなければなりません。なぜなら、腓骨

頸部は総腓骨神経が通過するからです。関節に最も近い部位のワ

イヤーは、ワイヤー固定ピンをリングの下方から上方に向けて取り

付け、リングの上方のホールを通して、ワイヤーを刺入します。

腓骨を貫通させて刺入するワイヤーは痛みや関節の可動域制限の

原因になるので、膝蓋靭帯を貫通しないようにします。

脛骨の内側に面するワイヤーが交差するワイヤーになりますが、前

外側の筋コンパートメントより前方から刺入し、腓腹筋前方の脛骨

の後内側縁から出るようにします。前方に位置しすぎて鳶足（ハム

ストリングの付着部）を貫通したり、後方に位置しすぎてしまい腓腹

筋内側頭を貫通した場合は、不快感や関節可動域を制限する可

能性があります。筋肉をワイヤーで貫通することは患者の不快感や

関節可動域を制限することになります。やむをえず筋肉をワイヤー

で貫通させる場合には、刺入に先立ち筋肉を伸展させた状態で

ワイヤーを刺入することが必要です。

術前プランニング

骨折線と関節面の陥没の状態を確認します。重要なランドマークは

皮膚の上にマークしておきます。評価にはＣＴスキャンが有用です。

経皮的に骨把持器で把持したり、小切開でガイドワイヤーを刺入し

て骨折部位を整復します。整復が困難な場合は、小切開口よりエ

レバトリウムやパンチを入れて整復します。時に機械的な牽引や大

きく骨折部を展開することが整復に必要な場合もあります。

キャニュレイティッドスクリューを軟骨下骨層に挿入して、主骨片を圧

迫固定します。小骨片はワイヤーなどで固定します。この時点で、必

要があれば軟骨下骨層への骨移植を行います。移植は経皮的な骨

移植が薦められます７，８）。

脛骨上端で、骨幹端部側のリングを透視下の前後像で関節面に平

行に、かつ側面像で脛骨軸に垂直になるように保持します。この

際、脛骨高原は後方に１０°傾斜していることに注意します。リング

は輪縁の広い部分を前方に、やや５°～１０°外旋位にして、開いた

面が後方になるように位置させます。

ワイヤーを刺入する場合には、腱や神経血管束を貫通しないように

注意することが重要です。このため、重要な神経血管束がある部位

では、約４ｃｍの皮切を加えて、骨まで展開して直視下でワイヤーを

刺入することも必要となります。

ワイヤーは一度で刺入するようにします。同じワイヤーで刺入を繰り

返すと、先端が鈍になり骨表面を削るだけで、熱を発生する恐れが

あります。

脛骨結節

脛骨

縫工筋

半腱様筋

薄筋

大伏在静脈

腓腹筋内側頭
脛骨神経

膝高部動静脈
腓腹筋外側頭

膝窩筋

ヒラメ筋

総腓骨神経

腓骨

近位脛腓関節

長趾伸筋

前脛骨筋

膝蓋靱帯

膝内側側副靱帯

A

A

小伏在静脈

脛骨近位骨幹端部
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ワイヤーをワイヤー固定ピンに通して刺入する時は、助手がリン

グを関節面に平行に、そして下肢がリングの中央にくるように保

持します。この場合は、ラテラルオリーブ付ワイヤーを使用します。

関節面に最も近い１本目のワイヤーを刺入するために、ワイヤー

固定ピンをリングの下方より上方に出るように取り付けます。これ

により、ワイヤー刺入に際して、その進行の視野の妨げとなるこ

とを防ぐことができます。ワイヤーは経皮的あるいは３～４ｍｍの

小切開でワイヤー先端を骨に当ててから、ドリルリーマーで低速

で、軽く押しながら刺入します。ワイヤーが骨を貫通したら、ワイ

ヤーのオリーブがワイヤー固定ピンにあたるまでは、ハンマーで

ワイヤーの端を軽くたたきながら進めます。

最初の
ワイヤー

ワイヤーの刺入方法

最初のリファレンスワイヤーは、腓骨頭を貫通して脛骨関節面

に平行に、後外側から前内側へ向かって、膝蓋靭帯の内側に

出るように刺入します。前もって内固定を行っている場合には、

ワイヤーは内固定材の遠位に刺入します。この際、ワイヤー固

定ピンを通して刺入するか、あるいはオリーブなしワイヤーをフ

リーハンドで刺入します。

この１本目のワイヤーが充分に前方に向かって刺入できなかっ

た場合にはワイヤーの交差角度が小さくなってしまい、良好な固

定性が得られないことがあります。

脛骨近位骨幹端部
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スライダーユニット（３ホールタイプ）のすべてのスクリューを緩め

て、スライダーユニットの外側に描かれているワイヤー固定ピン

の図と最初にワイヤーを刺入した側のワイヤー固定ピンの上下

の向きを合わせて、スライダーユニットの取り付ける向きを決定

します。ワイヤーを関節面に最も近いスライダーユニットのホー

ルに誘導します。

最初のワイヤーをフリーハンドで刺入した場合は、ワイヤーの両

端をスライダーユニット（３ホールタイプ）の関節面に最も近いホー

ルに誘導します。両方のスライダーユニットは、同じ向きにしてリ

ングに取り付けます。

脛骨近位骨幹端部
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この時、下肢がリングの中央に位置していることを確認します。

そして、両方のワイヤーにテンションを加えます。最初は、スライ

ダーユニットの中央のホールを通したワイヤーから始めます。ま

ずワイヤーテンショナーのハンドルをいっぱいに開きます。ワイヤ

ーテンショナーにワイヤーを通して、スライダーユニットの面にあ

たるまでテンショナーを十分に押し込みます。テンショナーのハ

ンドルを握り、目盛りを見ながらテンションを加えます。もし、テ

ンションが1200Ｎ以下なら、テンションを加えた状態で５ｍｍの

アレンレンチでワイヤークランプスクリューを仮固定して、テンシ

ョナーを再度スライダーユニット側で進め、ワイヤークランプスク

リューを弛めてから1,200Ｎになるまでもう一度操作を繰り返し

ます。適切なテンション（例えば1,200Ｎ）を加え終えたら、ワイヤ

ークランプスクリューをしっかりと締め付けます。

注意：ワイヤークランプスクリューを締め付ける際にテンショナー

をテコのように動かすとワイヤーが破損する恐れがあります。

次いで、2本目のワイヤーを1本目のワイヤーと平行に刺入します。

ワイヤーガイド（18-002）を使用すると、この操作を行うのに便利

です。ワイヤーガイドのノブをゆるめ、リングのホールに差し込み、

先端の溝を１本目に刺入したワイヤーに沿わせます。その位置

でもう一方の溝に2本目のワイヤーを沿わせて刺入します。対側

のスライダーユニットをリングより一時的に取り外して、それから両

方のワイヤーをスライダーユニットの適切なホールに通します。そ

の後、スライダーユニットのスクリューを３ｍｍアレンレンチで締め

付けて、しっかりとリングに固定します。

脛骨近位骨幹端部
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ここで、ワイヤーをスライダーユニットから約4cmの長さでカットし

て両端を曲げます。ワイヤーの断端はリング側に向けて折り曲げ

てワイヤーの先端が外側にはみ出ないようにします。ワイヤー先

端にワイヤーカバー（80-200）を取り付けます。2本目のワイヤーを

刺入する前に1本目のワイヤーにテンションを加えてしまうと、2本

目のワイヤーがスライダーユニットの適切なホールに通し難くなる

ので注意してください。

ワイヤーは50°～70°の交差角度を付けて刺入します。リングは、

ワイヤーの交差角度が大きく、かつ脛骨の中心できちんと交差

しているときに最も安定します。交差するワイヤーをこれまでの

説明と同様の方法で刺入しますが、これを固定するワイヤー固

定ピンの上下方向の向きは、最初の2本のワイヤーを固定したワ

イヤー固定ピンの上下方向と逆の向きでリングに取り付けてくだ

さい。これは、ワイヤー同士が骨内で接触することを防ぐため

です。交差したワイヤーにもテンションを加えることで、リングが

骨幹端部の骨片に固定されたことになります。リングへの過度な

ストレスを避けるために１つのリングより刺入できるワイヤーは2

レベル（4本）までとします。

ワイヤーの交差角度が十分に確保できず、角度が小さい場合に

は、ワイヤーに沿って骨の移動応力が発生する場合があります。

これを防ぐためにワッシャー（W2200）とセントラルオリーブ付ワ

イヤーを組み合わせて使用することが可能です。この場合は、

オリーブが軟部組織を容易に通るように皮膚切開を加えます。

このワイヤーの場合、セントラルオリーブがワイヤー固定ピンを

通らないので、ワイヤーはフリーハンドでスライダーユニットの一

番上方のホールに相当する高さに刺入します。ワイヤーを刺入

後に、両端をスライダーユニットで固定してリングに取り付けま

す。ワイヤーにテンションを加える操作は、オリーブとは反対側

より行います。この場合は、骨皮質での過度な圧力を避けるた

めにテンションは、800～1,000Nに減じます。

脛骨近位骨幹端部
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スクリューを標準的な手技で挿入します（「オーソフィックス創外

固定器：Basic Considerations」を参照してください）。2～3本

のスクリューを骨幹部に骨軸と垂直に挿入します。2本のスク

リューを挿入する場合には、クランプの1と5の溝を、3本挿入す

る場合は1, 3, 5の溝を使用します。一般的に3本のスクリュー

で固定することを推奨します。

長めのスクリューガイドを使用することを推奨します。150mm

もしくは175mmのリングを使用している場合は80mmのスクリ

ューガイドを、190mmもしくは220mmのリングを使用している場

合には100mmのスクリューガイドを使用します。2本目、3本目

のスクリューを挿入する際は、それぞれのスクリューが平行と

なるようにスクリューガイドを留置した状態でクランプカバーを

締めて保持します。

注意：スクリューが骨髄腔の最も広い部分を通って挿入された

際に、その固定力は最大になります。

すべてのスクリューを挿入した後、スクリューガイドを取り除き、

スクリュー表面の血液を拭き取ってクランプカバーを締め付け

ます。スクリュー挿入部の皮膚が過度に緊張している場合は、

皮膚に小切開を加えて緊張を緩めます。

骨幹部スクリューの挿入

ワイヤー固定を終えた段階で、徒手的にリングと下肢を操作し

て骨折部を整復します。助手は整復を助ける一方、適当な長

さに調整した固定器ボディ部の一端にボールジョイントカップリ

ング（80-050）を、残りの一端にストレートクランプを取り付けま

す。脛骨では、カップリングを通常リングの前内側に3mmアレン

レンチを用いて取り付けます。固定器ボディは1.5cmほど伸ばし

た状態で骨の長軸に沿って配置します。

注意：ボールジョイントカップリングが取り付けられたハイブリッド固

定器キット（スタンダードモデル 80-051、ショートモデル80-052）も

しくはエクスカリバー ハイブリッドキットが便利です。

脛骨近位骨幹端部
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最終的な整復状態を確認するためにX線写真を撮影します。

固定器のマイクロムーブメントロッキングナット、セントラルボディ

ロッキングナット、ボールジョイントを6ｍｍのアレンレンチで締め

付けます。ボールジョイントの最終的な締結はトルクレンチを用

いて行います。トルクレンチは、ボールジョイント部のカムを締め

付ける以外の目的で使用しないでください。

安定性を高めるために補強バーを追加することができます。2本

のポストをリングに挿入して、サプリメンタリースクリューホルダー

クランプを用いて、補強バーに連結します。補強バーの反対の

端に別のサプリメンタリースクリューホルダークランプを用いてス

クリューに連結します。

骨折の治癒の状態により、骨折部に軸荷重が増すように補強バ

ーを取り外します。

脛骨近位骨幹端部
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脛骨遠位骨幹端部　関節外骨折

骨幹部－骨幹端移行部の斜骨折や足関節に骨折線がおよぶ螺

旋骨折は、近位骨片に2～3本のスクリュー、遠位骨片に3～4本

のワイヤーを用いて固定します。

脛骨遠位骨幹端部　関節内転位骨折

骨折線が関節面に達している場合は、主な骨片は小切開でキャ

ニュレイティッドスクリュー９）などを用いた経皮的手技で固定した後

に固定器を取り付けます。この場合、ワイヤー刺入のために関節

面から10～20ｍｍのスペースが必要です。このため、粉砕が高

度であったり、整復が不可能な場合には、創外固定器を用いた

足関節牽引１0-14)や足関節固定などによる固定も考慮しなくてはな

らない場合もあります。

脛骨遠位骨幹端部
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手術手技

手技、操作の方法は脛骨近位骨幹端部と同様です。術前の評

価、計画、関節面の整復操作はP.15、ワイヤーやスクリューの刺

入はP.16～21、不安定骨折に対する補強バーの使用法はP.21

をご参照ください。

ワイヤーの安全な刺入ルート

最初のリファレンスワイヤーは脛骨遠位の関節面から5～10mm

の間で腓骨を貫通して後外側から前内側へ刺入します。このワ

イヤーの刺入時は、前脛骨筋の内側を通過して、前脛骨動静脈

を損傷しないように注意します。交差するワイヤーは脛骨の皮

下を直接触れて、後脛骨動静脈と神経を損傷しないように注意

して後内側から前外側へ刺入します。その際は、伸筋腱の外側

を通過させるようにします。

もしワイヤーを2レベルで刺入する場合は、最初の腓骨を貫通

させるワイヤーは、可能なかぎり脛骨関節面に近く刺入するこ

とで、2本目の近位のワイヤーを遠位脛腓関節部もしくはすぐ近

くで刺入して腓骨動静脈の損傷を避けるように注意します。こ

の3つの神経血管束が、損傷を受ける可能性があります。また、

伸筋腱を貫通させてはいけません。ワイヤーは、高い耐性を有

しますが、60°～70°の交差角度を獲得するように刺入します。

A 前脛骨動静脈
＋深腓骨神経

前脛骨筋

脛骨

大伏在静脈

後脛骨筋

長趾屈筋

後脛骨動静脈
＋脛骨神経

長趾屈筋
小伏在静脈

短腓骨筋

長腓骨筋

腓骨

腓骨動静脈

第3腓骨筋

長趾伸筋

長拇趾伸筋

下腿三頭筋
（アキレス腱）

A

B B 前脛骨動静脈
＋深腓骨神経 前脛骨筋

脛骨

大伏在静脈

後脛骨筋

長趾屈筋

後脛骨動静脈
＋脛骨神経

長趾屈筋
小伏在静脈

短腓骨筋

長腓骨筋

腓骨

腓骨動静脈

第3腓骨筋

長趾伸筋

長拇趾伸筋

下腿三頭筋
（アキレス腱）

脛骨遠位骨幹端部
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大腿骨遠位でのワイヤー固定はワイヤーの交差角度が小さくな

るために、矢状面での不安定を生じることと、ワイヤーが内外側

の関節周囲組織を貫通して膝関節に重度の可動域制限を生じ

る可能性があります。早期の関節運動が可動域の改善には効

果的ですが、ワイヤーの動きが関節周囲の組織に影響して患者

の不快感を引き起こしたり、早期にルーズニングを引き起こす

可能性があります。

ワイヤーの安全な刺入ルート

最初のワイヤーは大腿二頭筋の前方で、後外側から前内側に

向かって、2本目は縫工筋の前方で、後内側から前外側へ向け

て刺入します。ワイヤーは膝屈曲位で刺入して、早期からの関

節運動をすすめます。この部位では45°以上の交差角度を獲得

することは困難です。

一般的に大腿骨遠位では、交差するワイヤーが大腿四頭筋や

内外側の関節周囲組織に貫通しても問題とならないような関節

固定術等の症例以外では、ワイヤー固定よりもスクリュー固定が

好まれます。

A

A

大腿四頭筋腱

膝関節（膝蒼上胞）

大腿骨（遠位骨幹端部）

内側広筋

大内転筋

伏在静脈

薄筋

半膜様筋脛骨神経

総腓骨神経

大腿二頭筋

膝高部動静脈

外側広筋

半腱様筋

縫工筋

大腿骨遠位骨幹端部
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スクリュー/ワイヤー刺入部のケア

スクリューとワイヤーが皮膚から出ている部分と周囲の皮膚は、手術の翌日から1日最低1回、滅菌水を用いて洗浄しなければなり

ません。スクリュー挿入部の周囲には乾燥したガーゼを巻き付けます。数日後、スクリュー挿入部が乾燥すれば、ガーゼは不要です。

ワイヤー刺入部は皮膚切開をしていなければ、ガーゼはほとんど不要です。しかし、最初の12時間は非手術側の下肢を保護する目

的で、手術した下肢全体にパッドを当てておきます。

時にスクリュー挿入部から浸出液がみられることがありますが、これは感染ではなく、通常の処置での対応を行って下さい。

周囲の皮膚に発赤と熱感を伴う炎症がみられて浸出液が膿性の場合は、細菌学的な検査を行い、適切な抗生物質を7～10日間投

与します。それでも局所症状が改善しない場合は、スクリューやワイヤーの抜去まで考慮した集中的な治療が必要になります。

もし、ワイヤー刺入部周囲に感染が起こった場合は、ワイヤーの過剰な動きに軟部組織が過剰に刺激されたか、ワイヤーのテンショ

ンが緩んだことが原因と考えられます。

ワイヤーのテンションは2週間に1度、用手的に確認する必要があります。ワイヤーロッキングスクリュー以外の固定部分は退院前とそ

の後の再診時に4週間に1度ごとに緩んでいないことを確認してください。

荷重と理学療法

骨折型の治癒過程によりますが、部分荷重（25kg）は術後30日目より許可します。術後45日目からは荷重負荷をさらに進めます。自

動/他動可動域訓練は術後翌日より直ちに開始するように指導します。荷重と理学療法は、固定性とX線による骨折部の状態から

判断します。

ダイナミゼーション

術後の期間中、ワイヤーの弾性は骨折部のマイクロムーブメントを生じて、仮骨形成を促進します。固定器のマイクロメムーブメントロッ

キングナットやセントラルボディロッキングナットを緩めることによるダイナミゼーションは不要です。仮骨がX線上で確認できたら、骨折部

に軸荷重を増加させる目的で補強バーを取り除くことを推奨します。

固定器の除去

固定器の除去は外来でも無菌的な操作で手早く行うことが可能です。患者にフレームを除去する30分前に適量のパラセタモール

（アセトアミノフェン）を投与します。最初に、ワイヤーのテンションを緩めます。ワイヤーはそれぞれオリーブのついている反対側のリ

ング内側でカットします。皮膚から出ている部分のワイヤーを消毒して、オリーブの付いている方向へ引き抜きます。リングはすべて

のワイヤーが抜去されるまでしっかり保持しておきます。患者は4本のワイヤーが抜去されるまで一般的に耐えることができます。

セントラルオリーブ付きワイヤーを抜去するときには、オリーブが軟部組織を通過する際に痛みを伴うので、局所麻酔下で皮膚の小

切開を加えることが必要になります。

スクリューはネジ部分が先細りのテーパー形状になっており、反時計回りに回すと緩んで容易に抜去できます。もし患者が不安を訴

えるならば、全身麻酔下で固定器を取り外してください。

ワイヤーやスクリューが感染している場合は、適切な抗生物質を投与して感染の状態が改善してから固定器を取り外します。

術後ケアと問題解決
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