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はじめに

オーソフィックスLRS延長器はコンプレッション／ディストラクションユニット（以下、CDユニット）を接続でき、レール上をスライドできるクラン

プ（通常は2～3個）により構成されます。

LRS延長器は途中で長いモデルに交換することなく15cm以上の仮骨延長が可能です。

また、一期的あるいは漸次的に変形の矯正を行うこともできます。

骨欠損を伴った粉砕骨折、骨粗鬆症を伴う場合を含んだ偽関節や変形癒合などの症例に使用した場合でもクランプをスライドさせる

ことにより、どの位置でも骨片を固定することができるため安定した固定力が得られます。

手技の選択

LRS延長器は症例によって手技を選択できるように考案されたものであり、主な用途は以下の3つです。

（1）骨欠損（短縮例を含む）

（2）変形（短縮例を含む）

（3）極度の短縮

これらの症例に対して下図のように手技を選択できます。

短縮延長法（Compression-Distraction）

極度の短縮例

1骨片の移動（Bone Transport）

2骨片の移動（Bifocal Transport）

軟部組織の閉創のための部分的な
一期的短縮と漸次延長法

（Compression-Distraction）

軽度の骨欠損

変形（短縮例を含む）

2ヵ所での骨切り・延長
（Bifocal Lengthening）

骨幹部の変形

一期的な変形矯正

延長
＋

漸次的な変形矯正

骨欠損（短縮例を含む） 中程度の骨欠損

重度の骨欠損

延長

骨幹端部の変形
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はじめに

ボーントランスポートは骨や軟部組織の全長を変えずに、部分的に切除した骨片を移動させて骨切り部で形成される仮骨の延長によ

って骨欠損部のギャップを埋めていく点で通常の仮骨延長とは異なります。

適応は脛骨で3cm以上、大腿骨では5cm以上の重度・中程度の骨欠損を伴う新鮮骨折、無腐生または感染性偽関節、骨腫瘍、骨髄

炎等です。

まず近位および遠位クランプから骨片の両端にスクリューを挿入します。

次に中央クランプから近位【遠位】骨片にスクリューを挿入した後に骨切りを行います。

中央クランプを漸次的に移動させて骨切り部で形成される仮骨の延長によって骨欠損部のギャップを埋めていきます。骨片の移動が完

了したらドッキング部に圧迫を加えることによって骨癒合も得られますが、症例によっては他の手技（血行不良と思われる骨片の断端を

切除してから圧迫を加える、骨移植、皮質剥離等）も併せて行います。

骨片の移動が終了した時点で短縮がある場合は中央クランプを固定し、近位【遠位】クランプを緩めて自由にスライドできる状態にして、

さらに仮骨延長を行うことで本来の骨長まで修復します。

＊【遠位】・・・骨欠損部が近位の場合

ボーントランスポート

（a）短縮を伴った遠位端部の
中程度の骨欠損例

（b）近位部を骨切りし、骨片の移動 （c）本来の骨長まで
さらに仮骨延長
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はじめに

この方法は骨欠損を伴う短縮例で骨欠損が軽度（脛骨では3cm以下、大腿骨で5cm以下）の症例に適応します。脛骨では腓骨が正

常である場合は短縮できないため適応外です。そのような症例では骨欠損が軽度であってもボーントランスポートを適応します。

骨欠損が大きく、骨と固定器の間に十分な安定性があり、一期的に短縮できる場合以外は、骨欠損部の漸次的短縮と仮骨延長は同時

に行います。その際の短縮させる速度は2mm／dayが理想的です。

骨幹部での変形に伴う短縮例（変形癒合や角状変形を伴う偽関節）に対しても短縮と仮骨延長が同時に可能です。

短縮延長法（Compression-Distraction）

（a）短縮を伴う脛骨遠位部の
軽度の骨欠損例

（b）遠位部の一期的短縮と
近位部での骨切り

（c）本来の骨長まで仮骨延長

（c）近位部では仮骨延長を継続して、遠
位部では新生仮骨の一期的短縮に
よって軟部組織の緊張を緩和させて
角状変形と平行移動の矯正

（a）遠位骨幹部の角状変形を
伴う短縮例

（b）近位骨幹端部での仮骨延長、
遠位骨幹部での仮骨延長と
軟部組織の牽引
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はじめに

極度の短縮例に対しては2ヵ所で同時に骨切り、仮骨延長を行います。

遠位骨幹端部の変形を伴う短縮例に対しては遠位骨幹端部で仮骨延長と矯正を行い、近位では仮骨延長を行います。2ヵ所で仮骨延

長すると骨への血流が倍増することは報告されていましたが、合併症の発生率も1ヵ所の場合と比較して増加しないことが報告されて

います。

2ヵ所での骨切り・延長（Bifocal Lengthening）

（a）極度の短縮例 （b）近位／遠位骨幹端部での骨切り （c）2ヶ所で同時に仮骨延長

（c）近位部では仮骨延長、遠位部では
新生仮骨の一期的短縮によって軟
部組織の緊張を緩和させて角状変
形と平行移動の矯正

（a）遠位骨幹端部の角状変形を
伴う短縮例

（b）近位／遠位骨幹端部での骨
切り
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はじめに

重度の骨欠損がある場合は2ヵ所での骨切りが可能であればより早期に骨切り部で形成される仮骨の延長によって骨欠損部のギャッ

プを埋めることができます。2ヵ所の骨切りの位置は骨欠損が骨幹部か骨幹部辺縁部かによって変わります（詳細はP.34を参照くださ

い）。

2骨片の移動（Bifocal Transport）

このような場合はGiebelが述べているように、短縮延長法での治療が可能です。

大きな骨欠損を伴う軟部組織の欠損例であっても、ボーントランスポートと形成外科的再建手術を伴うことで治療が可能です（詳細は

P.39を参照ください）。

広範な軟部組織の欠損を伴う開放骨折

（a）広範な軟部組織の欠損を伴う
開放骨折例

（b）十分なデブリドマンと軟部組織創を
閉創できるように骨を切除する。遠位
部は固定し、近位部で骨切りを行う。

（c）近位部で仮骨延長を行い、
本来の骨長まで修復する。

骨幹部の骨欠損 骨幹部辺縁部の骨欠損
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はじめに

LRS延長器は上図のように2つクランプを用いて、1ヵ所での骨切り・延長（Monofocal Lengthening）も可能です。

仮骨延長が必要な場合を含む変形の矯正では一期的矯正用テンプレートか漸次的矯正用クランプを用います。

また、骨粗鬆症を伴っている場合や骨折部での骨片同士の接触面積が小さいなど問題が1ヵ所に集中している場合はクランプをスライ

ドさせれば最も適切な部位に取り付けることができます。（詳細はP．40を参照ください）

この方法は特に短縮を伴う骨肥大型偽関節の牽引による治療に対して有用です。

前述の全ての手技にLRS延長器を使用することができ、また、オーソフィックスの基本的な考え方である適切な時期に静的モード（強固

な固定）から動的モード（ダイナミゼーション）に容易に切り換えることもできます。

1ヶ所での手技

（a）短縮例 （b）骨幹端部での骨切り

（c）仮骨延長
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製品構成

1．LRS延長器
大人用モデル

50-510

50-500

50-515

50-510 ロングモデル

全長400mm

ストレートクランプ（50-530）×2、セントラルクランプ（50-540）×1、CDユニットスタンダード（10-008）×1、CDユニットロング（10-009）×1

50-500 スタンダードモデル

全長300mm

ストレートクランプ（50-530）×2、セントラルクランプ（50-540）×1、CDユニットスタンダード（10-008）×1、CDユニットロング（10-009）×1

50-515 ショートモデル

全長230mm

ストレートクランプ（50-530）×1、セントラルクランプ（50-540）×1、CDユニットロング（10-009）×1

注意：ショートモデルは2クランプのため、ボーントランスポートには使用できません。

エクストラショートレール（50-544）：全長120mmも使用できます。

ストレートクランプには1ヵ所、セントラルクランプには2ヵ所、CDユニットを取り付けるための穴があります。

クランプの溝の位置は他のオーソフィックス創外固定器と同一で互換性があります。クランプロッキング スクリューでクランプをレールに固

定します。

延長器を選択する際の目安として大人ではロングモデル、10歳以上の小児や女性ではスタンダードモデルです。

ロング／スタンダードモデルでボーントランスポートや2ヵ所での骨切り・延長（Bifocal Lengthening）を行う際の延長可能距離およびシ

ョートモデルで通常の仮骨延長を行う際の延長可能距離については次のページを参照ください。
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製品構成

（b）CDユニットロング（10-009）を使用すれば7.5cmまでの骨

片の移動が可能です。

（d）CDユニットの取り付け位置を変えて今度はCDユニットを

縮めることでさらに19.6cmまでの骨片の移動が可能です。

（b）最大で合計12cmの延長が可能です。【CDユニット スタ

ンダード（10-008）で4cm、CDユニット ロング（10-009）で

8cm】

50-510 ロングモデル
ボーントランスポート

（a）ストレートクランプをレールの両端に固定し、セントラルク

ランプを片方に寄せた位置に取り付けます。（クランプの

向きに注意してください）

（c）CDユニットの取り付け位置（セントラル クランプ側）を変

えることでさらに13.5cmまでの骨片の移動が可能です。

（e）CDユニットの取り付け位置を変えてさらにCDユニットを

縮めることで最大25.1cmまでの骨片の移動が可能です。

2ヵ所での骨切り・延長
（Bifocal Lengthening）

（a）CDユニットスタンダード（10-008）、CDユニットロング（10-

009）を取り付けるとギャップができます。（クランプの向きに

注意してください）

上図の場合でX＝6.5cm、Y＝5.5cm

機種別の延長可能距離と手順
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製品構成

（b）CDユニット ロング（10-009）を使用すれば7.5cmの骨片

の移動が可能です。

（b）両方とも4cmずつ合計8cmの延長が可能です。

（b）CDユニット ロング（10-009）を使用すれば7.5cmの延長

が可能です。

50-500 スタンダードモデル
ボーントランスポート

（a）ストレートクランプをレールの両端に固定し、セントラルク

ランプを片方に寄せた位置に取り付けます。（クランプの

向きに注意してください）

（c）CDユニット ロング（10-009）の取り付け位置（セントラル

クランプ側）を変え、今度はCDユニットを縮めることでさら

に15.1cmまでの骨片の移動が可能です。

2ヵ所での骨切り・延長
（Bifocal Lengthening）

（a）CDユニットスタンダード（10-008）、CDユニットロング（10-

009）を取り付けるとギャップができます。（クランプの向きに

注意してください） 上図の場合でX＝1.5cm、Y＝5.5cm

50-515 ショートモデル

（a）クランプを上図のようにレールの端に寄せた状態で取り

付けます。（クランプの向きに注意してください）

（c）CDユニットロング（10-009）の取り付け位置（セントラルクラ

ンプ側）を変えることにより13.5cmまでの延長が可能です。

機種別の延長可能距離と手順
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製品構成

55-020 ロングモデル

全長250mm

ストレートクランプ（55-050）×3、CDユニット（30-008）×2

55-010 スタンダードモデル

全長200mm

ストレートクランプ（55-050）×2、CDユニット（30-008）×1

注意：2クランプのため、ボーントランスポートには使用できません。

55-000 ショートモデル

全長150mm

ストレートクランプ（55-050）×2、CDユニット（30-008）×1

注意：2クランプのため、ボーントランスポートには使用できません。

エクストラショートレール（55-055）：全長100mmもご使用できます。

小児用モデルは10歳以下の小児に使用するために考案されたものですが、大人の前腕にも使用できます。

ロングモデルとCDユニット（30-008）を使用してボーントランスポートや2ヵ所での骨切り・延長（Bifocal Lengthening）を行う場合、およ

びスタンダード／ショートモデルを使用して通常の仮骨延長を行う場合の延長可能距離については次のページを参照ください。

CDユニット（55-008）をロングモデルに使用して仮骨延長を行った場合、途中でCDユニットの取り付け位置を変えることにより

最大で14.4cmまでの仮骨延長が可能です。

小児用モデル

55-020

55-010

55-000
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製品構成

機種別の延長可能距離と手順

（b）CDユニット（30-008）を上図のように

取り付ければ4.5cmの骨片の移動

が可能です。

（b）CDユニット（30-008）を使用してそれ

ぞれ4.5cmの延長が可能です。

（b）CDユニット（30-008）を使用し4.5cm

の延長が可能です。

（b）CDユニット（30-008）を使用し最大

4.5cmの延長が可能です。

（c）CDユニットの取り付け位置を変える

ことによりさらに最大9cmまでの骨片

の移動が可能です。

（c）CDユニット（30-008）の取り付け位

置を変えることによりさらに最大9cm

までの延長が可能です。

55-020 ロングモデル
ボーントランスポート

（a）ストレートクランプをレールの両端に

固定し、中央クランプを片方に寄せ

た位置に取り付けます。

2ヵ所での骨切り・延長
（Bifocal Lengthening）

（a）3つのクランプを中央に寄せた状態

で取り付けます。（中央クランプのみ

レールに固定します。）

55-010 スタンダードモデル

（a）一方のクランプをレールの端に固定

し、もう1つのクランプを寄せた状態

で取り付けます。

55-000 ショートモデル

（a）一方のクランプをレールの端に固定

し、もう1つのクランプを寄せた状態

で取り付けます。
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製品構成

①ストレートクランプ テンプレート

スクリュー挿入の際にレールに取り付けて使用します。

必要な数は以下のとおりです。

4個：2骨片の移動（Bifocal Transport）

3個：ボーントランスポート、短縮延長法（Compression-Distraction）

2ヵ所での骨切り・延長（Bifocal Lengthening）

2個：1ヵ所での骨切り・延長（Monofocal Lengthening）

②Tレンチ

スクリューの挿入および抜去に使用します。

③スクリューコネクター

エクスカリバー ボーンスクリュー専用のアタッチメントとして使用し

ます。

④ボーンスクリュー ルーラー

スクリューのサイズを決定するために使用します。

⑤スクリューガイド

スクリューの挿入角度および間隔を確保するためのものであり、

使用する部位の軟部組織の厚みに応じて適切なものを選びます。

基本的には脛骨には60mm、大腿骨には100mmを使用します。

⑥ドリルガイド4.8mm径用

4.8mm径のドリルビットに使用します。使用するスクリューガイドに

適合するものを選びます。

⑦ドリルガイド3.2mm径用

3.2mm径のドリルビットに使用します。使用するスクリューガイドに

適合するものを選びます。

⑧ドリルビット4.8mm径

6-5mm径のコーティカルスクリューに使用します。使用するスクリュ

ーガイド／ドリルガイドに適合するものを選びます。対側骨皮質の

先の軟部組織を傷つけないようにストッパーを使用してください。

⑨ドリルビット3.2mm径

6-5.6mm径のエクスカリバー ボーンスクリュー、4.5-3.5mm径のコ

ーティカルスクリューに使用します。また、海綿骨に対して6-5mm径

のコーティカルスクリューを挿入するときに使用します。

⑩トロッカー

スクリューガイドの中に通し、骨皮質上の適切な位置に窪みを付

けて、ドリルビットを安定させます。

⑪アレンレンチ6mm

クランプロッキング スクリュー及びボディロッキング スクリューに

使用します。

⑫アレンレンチ3mm

ドリルビットのストッパーに使用します。

⑬ハンマー

2．手術器具

①

⑦

⑧

⑨

⑬
⑤

②

⑫

⑪

⑩

⑥
④

③



3．スクリューについて

骨径が20mm以上であれば6-5.6mm径のエクスカリバー ボーンスクリュー、6-5mm径のコーティカルスクリューを1つのクランプに対して

2～3本ずつ使用します。骨径が20mm以下の場合は4.5-3.5mm径のコーティカルスクリューを使用します。

スクリューのサイズはボーンスクリュールーラーを使用して透視下にて決定します。スクリューはネジ山が手前側骨皮質の手前に約5mm、

対側骨皮質の先に約2mm程出る長さのものを選びます。

13

製品構成

小児用モデルの場合は前のページの ① ⑪ の代わりに下記を使用します。

⑭ストレートクランプ テンプレート

小児用クランプテンプレートの溝は3ヵ所です。（大人用は5ヵ所です）

⑮アレンレンチ5mm

クランプロッキング スクリュー及びボディロッキング スクリューに使用します。

⑭

⑮
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製品構成

内反および外反変形の一期的な矯正および仮骨延長やボーントランスポートによって生じた内反および外反変形を50°まで矯正できま

す。クランプテンプレートも大人用と小児用があります。大人用はマイクロメトリックスィベリングクランプ CDユニット（50-112）を使用して

漸次的矯正が行えます。

使用方法に関してはLRS延長器Part Bを参照ください。

レールの片端に固定して使用します。ストレートクランプのようにレール上をスライドさせることはできません。

（Tクランプの使用方法に関してはP.42を参照ください）

4．オプション製品について
Tクランプ

スィベリング クランプ

50-520（大人用）

14-108
（大人用テンプレート）

50-110（大人用）

14-116
（大人用テンプレート）

55-100（小児用）

15-520
（小児用テンプレート）

15-510
（小児用テンプレート）

55-030（小児用）
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製品構成

レールの片端に固定して使用します。レール上をスライドさせることはできません。オーソフィックスのボールジョイント クランプと共に使用

することにより骨切り部または変形部での一期的な矯正が可能です。ボールジョイントは緩めた状態では36°の可動域があります。目的

とする矯正角度が得られたらトルクレンチを使用してボールジョイントを固定します。（トルクレンチの使用方法はオーソフィックス創外固定

器：Basic Considerationsを参照ください）

ボールジョイント カップリング

これらの角状/回旋変形矯正用テンプレートはレールに接続して、変形に沿わせてスクリューを挿入するために使用します。角状変形矯

正用テンプレートはレールの片端に固定して使用します。回旋変形矯正用テンプレートはレール上をスライドできます。これらのテンプレー

トの使用方法はLRS延長器Part B を参照ください。

一期的矯正用テンプレート

14-130
（大人用テンプレート）

角状変形矯正用
大人／小児兼用

回旋変形矯正用
大人／小児兼用

15-530
（小児用テンプレート）

50-541（大人用） 55-041（小児用）

OF-ガ－シュTクランプ用

ストレートクランプ用

Tクランプ用
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製品構成

このクランプはレールの片端に固定して、脛骨近位骨幹端部の内反および外反変形をコントロールしながら仮骨延長することができま

す。また、脛骨内反および外反変形の矯正だけを一期的、漸次的に行うこともできます。大人用のモデルではテンプレートを使用できま

す。OF-ガーシュ Tクランプは一面のみの角度の矯正ができるようにデザインされています。それぞれのスクリューは収束的に挿入する

ことができます。2種類のCDユニットを選択でき、接続方法を変えることによって仮骨延長と角度矯正を行うことができます。このクラン

プの使用方法はこの手技書のP.42からのセクション、およびLRS延長器Part B を参照ください。

OF-ガーシュ Tクランプ

このクランプはレールの片端に固定して使用します。すべて面の角状変形を70°まで矯正と最大12mmまでの骨軸の平行移動が行えま

す。クランプ部分を付け替える専用のテンプレートを使用します。このクランプの詳細の使用方法はLRS延長器Part B を参照くださ

い。

マルチプレイナー クランプ

50-546

50-580

14-109

＊小児用レールには接続できません

14-146

20-005（ロング）
20-004（スタンダード）

55-031

大人用 小児用キット
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製品構成

サンドイッチ クランプを使用するとP.24のようにレール上のスクリューをストレート クランプのスクリューからオフセットをつけて挿入した

り、二面からスクリューを挿入できます。

サンドイッチ クランプ

ダイナミゼーションを行う際に、クランプとレールを固定するスクリューを緩めますが、シリコン製クッションが付いている面をクランプに接触

させて固定します。これは短縮に対しての安全対策と機能するため、その部位にのみにダイナミゼーションを行うことが可能になります。

したがってダイナリングを使用することにより早期に強固な固定から動的モードに移行できるため、ニュートラリゼーションの期間を縮め

ることになります。Pouliquen J.Cによればダイナリングの使用開始時期の目安は次の通りです。

ニュートラリゼーション期間を終了した時点で仮骨の早期の成熟が明白であればカラーを上図のように取り付けて2～4週間観察しま

す。もしもシリコンラバーがつぶされてしまうようであれば再度クランプから2mm位遠ざけた位置に変更し、その後問題がなければその

ままにして完全に成熟するのを待ちます。

ダイナリング

＊小児用レールには接続できません

50-547

50-536
（大人用）

55-036
（小児用）

14-147
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洗浄と滅菌

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パッケージから製品を取り出して無水エタノール70％と蒸留水30％の

混合液、もしくは消毒用エタノール（70％）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（アルカリ性）の洗浄液は、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 Considerrationsを参照ください。

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



19

A．ボーントランスポート

A）大腿骨遠位骨欠損

ここでは大腿骨の症例について説明しますが原則的には他の長管骨の場合でも同様です。LRS延長器は主に大腿骨および脛骨に使

用されますが、大腿骨と脛骨では適用に明確な違いがありますので注意してください。

術前プランニング

まず患肢の全体X線写真撮影（前後像および側面像）を行います。スケールをX線写真に重ね合わせれば骨欠損の大きさや短縮を測

定するのに便利です。同時にレールのサイズ、スクリューの挿入位置を決めます。変形矯正手術を同時に行う場合は体重負荷時の両下

肢全長のX線写真撮影を行います。

その他の検査については病理学に基づいて行ってください。

手術手技

X線透過手術台と透視を使用します。枕を下背部と臀部の下に

置き、患肢を外旋位から中間位にします。

これは透視を使用する際に股関節部を見やすくするためです。不

安定な骨片を有する場合は十分な注意が必要です。つま先から

下腹部までの消毒を行います。Uドレープを使用して会陰部を隔

離する際には脚を自由に動かせるように考慮して取り付けてくだ

さい。

小転子、近位骨幹端部の遠位端、遠位骨幹端部の近位端、股関

節、膝関節を確認するために透視を使用してください。

それらの指標となる部位の皮膚にマークをつけ、また最終的に延

長器が骨軸と並行に取り付けられるようにそれらの指標となる部

位から骨軸に対して垂直なラインもマークをつけてください。既に

以前から埋め込まれている他のインプラントとスクリューの挿入位

置が重なるのを避けるためにその位置もマークをつけてください。

骨軸

股関節包
小転子
近位骨幹端部の遠位端

骨欠損部骨欠損部

遠位骨幹端部の近位端

膝関節
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A．ボーントランスポート

ストレートクランプテンプレートのロッキング スクリューを緩めてス

ライドできる状態でレールを取り付けます。

クランプの位置とスクリュー挿入位置を正確に決めます。最も安

定した固定力を得るにはクランプの溝の1,5番目に挿入しますが、

より高い位置で骨切りを行う際は、クランプの最遠位のスクリュー

から遠位約1.5cmが骨切り位置となるため、骨切り部から数えて

1,4番目、または1,2,4番目の溝に挿入します。

骨切りの
位置

骨欠損が大腿骨遠位部にある場合は、近位部で骨切りを行い、

骨片を移動します。

1 234 5
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A．ボーントランスポート

第1のスクリューは最近位に挿入します。挿入部位は小転子のす

ぐ近くの骨皮質の厚いカルカー部で、この部位に挿入すれば股

関節包を損傷することはありません。（注意：内反股の場合、小転

子部前方に挿入します）

術者は習熟するにつれ、フリーハンドで第1のスクリューを挿入で

きるようになります。しかし、最初のうちはレールが大腿骨の骨軸

に平行になるようにテンプレートを使用してスクリューを挿入して

ください。スクリュー挿入部の皮膚を縦切開し、軟部組織を鈍的

に剥離し大腿骨に至ります。

スクリューガイドを固定しやすいように、スクリュー挿入部の大腿

骨外側面に付着している軟部組織をエレバトリウムで丁寧に剥離

します。適切な長さのスクリューガイドを選び、中にトロッカーを通

して骨の中央部を探ります。このスクリューガイドは近位クランプ

テンプレートの骨切り予定部から数えて4番目の溝に固定します。

この時クランプテンプレートがレール上をスライドできるようにロッ

キング スクリューを緩めておきます。

助手がレールを骨軸に平行な正しい位置に保持していれば、ス

クリューガイドは前額面で15°前方に位置していることになります。

臥床中の大腿骨は軽度外旋しているため、スクリューを前外側か

ら挿入することで、スクリューに余計な力がかからないようにしま

す。

最近位クランプカバーを締めます。

スクリューガイドを軽く押さえ骨皮質に押し当てます。トロッカーを

抜きスクリューガイドをハンマーで軽く叩き、骨皮質に固定します。

使用するスクリューに適合するドリルガイドとドリルビットを使用して

ドリリングを行います。その際、対側骨皮質の先の軟部組織損傷

を避けるため、対側骨皮質にドリルビットが達した時点でドリルス

トッパーを5mm手前で固定して使用してください。

スクリューガイドを支えながらドリルガイドとドリルビットを抜き、スク

リューを挿入します。スクリューが対側骨皮質を貫通する際に抵

抗が増し、そこから5～6回、半回転操作を加えるとスクリューのネ

ジ山が対側骨皮質から約2mm程度出た状態になりますが、透視

下にて確認してください。
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A．ボーントランスポート

次に中央クランプの位置を決めます。中央クランプを骨欠損部、

すなわちクランプの進行方向に近付け過ぎると骨片同士がドッキ

ングする前に移動ができなくなるので十分注意してください。皮切

を加え、トロッカーを通したスクリューガイドを中央クランプの骨欠

損部側から数えて1番目の溝に挿入して、骨の中心になるか確認

します。クランプの位置が低すぎたり、高すぎたりする場合は、助

手がレールの遠位端を持ち、満足のいく位置が得られるまで前

後に回旋させます。しかし、最遠位部に挿入するスクリューの位

置をどのように変えても中央クランプに挿入するスクリューのうち1

本もしくは2本とも骨の中心から外れそうな場合は以下の方法を

試みてください。

次に挿入するのは最遠位のスクリューです。皮切を加え軟部組織

を分けて骨に至ります。助手がトロッカーを通したスクリューガイド

を遠位クランプテンプレートの最も遠位端の溝に挿入します。最初

に挿入したスクリューを中心にレールを回旋させて骨の中心を探

ります。

最遠位部に挿入するスクリューの位置決めは非常に重要です。

適切な位置に挿入しないとボーントランスポートに使用する中央

クランプ テンプレートから挿入するスクリューが骨の中心から外

れてしまいます。

第1のスクリュー

中央クランプの位置が低すぎてスクリューが骨の中心か
ら外れています。
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A．ボーントランスポート

中央クランプに1本だけ挿入部位を確保できる場合

この場合は、以下の4点を試みることで問題を解決できる可能性

があります。

1．中央クランプを近位もしくは遠位にスライドさせます。

2．中央クランプ上でスクリューを挿入できそうな別のクランプの溝

を使用します。

3．近位骨片を前方または後方へ5°～10°の範囲内で回旋させま

す。

4．中央骨片にサンドイッチ クランプを使用します。（P.24を参照く

ださい）

2本とも挿入部位を確保できない場合

この場合は、以下の5点を試みることで問題を解決できる可能性

があります。

1．中央クランプを、近位もしくは遠位にスライドさせ、中央骨片の

範囲内でより良い位置を探します。

2．近位骨片を前方または後方へ5°～10°の範囲内で回旋させま

す。

3．第1のスクリューの挿入位置を変更します。

4．骨切りを先に行い中央の骨片を前方もしくは後方に移動しま

す。

第1のスクリュー

第1のスクリュー
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A．ボーントランスポート

5．サンドイッチ クランプを使用します。専用のテンプレートを使用

して、レール上のストレートクランプのスクリューからオフセットを

つけて挿入できます。大腿骨の湾曲が大きい症例で骨の中心

に中央クランプのスクリューを挿入する時にこのクランプは有用

です。また、骨幹端部での固定力を向上させるために 二面か

らスクリューを挿入することもできます。CDユニットを接続できる

アタッチメントも使用できます。

助手に遠位クランプを保持させ、術者は同様の方法で遠位およ

び遠位クランプ上の決められた位置にスクリューが満足に挿入

できるかを確認します。挿入位置を変更する場合は、トロッカーが

骨に当たった時に感じられる抵抗と叩いた時に聞こえる音で適

切な位置か確認してください。

この段階でクランプ テンプレートは骨に固定されています。通常

の方法で最遠位のスクリューを挿入します。

残りのスクリューを挿入します。使用するクランプの溝の位置に関

してはP.20を参照ください。

14-147

50-547
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A．ボーントランスポート

スクリュー挿入位置を正確に決める別の方法

一般的に推奨される最初のスクリューを最近位に挿入する方法

は前述しました。大腿骨が過度に湾曲している症例や骨幹部で

の変形がある症例では別の方法を推奨します。

中央クランプに挿入する2本のスクリューのうち、1本を最初の挿

入します。2本のトロッカーを両端のクランプから骨まで挿入します。

両端のクランプの1本のみが適切な挿入位置が得られない場合

は、ここでもサンドイッチクランプの使用を推奨します。

LRS延長器を取り付けます。クランプ テンプレートを緩め、レー

ル、クランプ テンプレート、スクリューガイドの取り外しがスムーズ

に行われるよう、助手は脚をしっかり保持します。皮膚から出てい

る部分のスクリューに付着している血液を拭きます。クランプテン

プレートを取り外して本物のクランプを取り付けます。組み立てが

済んだら、クランプ ロッキング スクリュー、クランプカバーをともに

緩めた状態でLRS延長器をスクリューに取り付けます。その際、

LRS延長器は皮膚から2cm程度離して取り付けます。

牽引をかけた骨切り方法

クランプをしっかりとレールに固定し、近位と中央のクランプの間

にCDユニットを取り付けます。中央クランプとレールを固定するス

クリューを緩め、3～4mmの延長を行います。アレンレンチ6mmを

反時計方向に回していき抵抗が強くなればそこが限界点です。こ

うすることにより骨片間に牽引をかけて骨切りを行えます。
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近位クランプに挿入した最遠位のスクリューの遠位約1.5cmのとこ

ろで骨切りを行います。大腿骨では前方からアプローチします。大

腿筋膜の皮切に沿って切開し、大腿直筋を内側に外側広筋を外

側によけ、中間広筋の筋繊維を裂き、骨膜を露出します。骨膜を

縦切して、注意深く骨皮質から剥離します。レトラクターを挿入し、

筋肉と骨膜を保護します。近年ではこの領域で経験のある術者は

最小侵襲手技で骨切りを行います。1.5～2cmの皮切を行い、通

常のスクリュー挿入の手技と同様にスクリューガイドを骨まで到達

させます。スクリューガイドが骨に接していることに注意しながらド

リルガイドを挿入してドリリングを行います。後述の方法で骨切りを

行います。この方法の手技は骨膜の縫合は行いません。

ドリルガイドとドリルビットを用いて、大腿骨の前面の骨皮質から後

方の骨皮質まで展開の許す限り内側から外側にわたって骨孔を

あけます。ドリルビットが対側の骨皮質を貫通しすぎて、神経／血

管などの軟部組織を損傷しないようにドリルストップを使用してく

ださい。

骨ノミを用いて骨孔を連結させますが、大腿骨の後内側と後外

側部は骨孔が十分でないことがありますので注意します。骨切り

が完全であれば、前もって近位と中央のクランプの間に牽引をか

けているために、骨切り部で容易にギャップができることを確認で

きます。

大腿直筋

外側広筋

中間広筋

大腿筋膜張筋

縫工筋

ここで骨膜を縦切
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透視下にて骨切り部にギャップができていることや、CDユニットを

反時計方向に回して延長するときに抵抗がなくなっていることで

骨切りが完全になされているかを確認できます。もし骨切り部が

開かない場合、どこかに骨切りが不十分な部分が存在します。大

抵は後方の骨皮質部分であることが多いのですが、この場合は

骨ノミやドリルビットを用いて骨切りを追加します。

近位および中央クランプを骨切り部が接触するように軽く圧迫力

をかけ、中央クランプを固定します。骨膜を元に戻し、可能ならば

縫合し、ドレーンを留置して閉創します。

骨切りが終了したら、股関節を70°、膝関節を90°屈曲させて、ス

クリューと皮膚または軟部組織の間に緊張がかからないかを確

認します。中央および遠位クランプのスクリューが腸脛靭帯を貫通

しているために膝関節の屈曲を障害することがありますので注意

してください。必要であればスクリュー挿入部の腸脛靭帯に縦切

開を追加します。術前の膝関節屈曲が十分できていたならば、延

長器を取り付けても他動的に90°の屈曲は可能です。スクリュー

周囲の軟部組織が動かないように、各スクリューの周囲にガーゼ

を巻き付けます。ドレーンは原則として術後48時間留置しますが、

血腫が形成されて出血が止まっていれば除去してください。
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術後管理

理学療法

理学療法は原則として通常の仮骨延長の場合と同様にです。隣接関節の自動および他動運動は手術翌日から積極的に行います。2骨

片の移動（Bifocal Transport）では主な問題は軟部組織の緊張であり、一方、ボーントランスポートや短縮延長法（Compression-

Distraction）の場合、骨欠損や軟部組織の弛緩が問題となることがあります。特に損傷を受けた関節での運動は積極的に行います。

また、大腿骨ではスクリューが腸脛靭帯（大腿筋膜張筋）と外側広筋を貫通しているために、関節運動の障害は膝関節によく見られま

す。ボーントランスポートでは、ほぼ骨の全長に渡ってスクリューが挿入されるので、1ヵ所での骨切り・延長（Monofocal Lengthening）

の場合よりも関節運動が障害されやすくなります。これを予防するためには、手術時にスクリュー挿入部の腸脛靭帯を剥離するだけで

はなく、大腿骨遠位部で腸脛靭帯の後方半分を横切することが必要になる場合があります。軟部組織の少ない脛骨では余り問題には

なりません。部分荷重は術後早期に始めることが望まれます。しかし、治療の全期間を通じてスクリューと延長器の安定性を維持する

ことが最も重要であるため、骨質に応じて部分荷重を制限しなければならないこともあります。膝関節と足関節の拘縮を予防するため

に装具を併用することもあります。

スクリュー挿入部のケア

皮膚から出ている部分のスクリューとスクリュー周囲の皮膚は手術翌日から少なくとも1日1回滅菌水を用いて消毒しなければいけませ

ん。肥満患者では大腿骨のスクリュー周囲から相当量の浸出液がみられますが、これは感染ではありません。この浸出液は患者がよ

く活動し、スクリュー周囲の皮膚が刺激されるために生じます。この場合は通常の処置での対応を行ってください。スクリュー周囲の皮

膚に発赤や熱感を伴う炎症が見られ、浸出液が膿性であれば、適切な抗生物質を7～10日間投与します。それでも局所の状態が鎮静

化しなければ、入院の上スクリュー抜去を含めた積極的な治療が必要となります。

ダイナミゼーション開始前のX線でスクリュー周囲の骨溶解が見られ、スクリューの緩みが臨床的に認められる場合はその部位より十分

離れた位置にスクリューを入れ替えます。この手技書に述べた手術手技に関して、次の2つの留意すべき事項を追加します。

1．スクリュー挿入部の合併症は、脛骨よりも軟部組織の厚い大腿骨の方が高い確率で発生します。

2．ボーントランスポートや延長量が大きい場合、クランプが移動するにつれて皮膚の隆起が生じる場合があります。この場合には局所麻

酔下に皮膚を切開してください。
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骨片の移動

骨片の移動は術後7～10日で開始します。延長速度は1mm／day

で、6時間ごとに0.25mm（1／4回転）ずつ4回に分けて行います。

仮骨延長を開始する前にクランプをレールに固定した状態でCD

ユニットを反時計回りに回して「遊び」をなくします。中央クランプ

のロッキング スクリューとワッシャーを外し、CDユニットを反時計

回りに6時間ごとに0.25mm（1／4回転）ずつ延長を開始します。

最初のギャップができた時点でX線もしくは超音波により仮骨形

成の状態を確認し、延長速度を0.75mm／dayに遅くしたり、

1.25mm／dayに速めたりします。骨片が移動するにつれ中央ク

ランプに挿入したスクリューの進行方向側の周囲および近位クラ

ンプに挿入したスクリューの周囲の一部に緊張がかかり皮膚の

隆起が生じます。その都度、皮膚および軟部組織の切開が必要

ですが、これは局所麻酔下にて行えます。ボーントランスポートの

最終段階でX線撮影を行うと、移動した骨片と遠位骨片のドッキ

ング部でのアライメントがずれていることがあります。その場合、内

側方向もしくは外側方向への平行移動であれば局所麻酔下に

て中央クランプのクランプ ロッキング スクリューを緩め、スクリュ

ーを手前に引き寄せるかもしくは内側に押し込むことにより矯正

が可能です。

ドッキング手順

移動が終了した段階でドッキング部での骨片同士の接触の度合

いは様々です。中央クランプをレールへしっかり固定します。ドッキ

ング部に圧迫を加える必要がある場合は、CDユニットを中央と

遠位のクランプの間に取り付け、遠位クランプとレールを固定する

スクリューとワッシャーを外します。CDユニットを時計回りに回して

圧迫を加えた後、遠位クランプを再びレールに固定します。骨質や

ドッキング部での骨片同士の接触面積に応じて骨癒合を得るた

めに様 な々方法を試みる必要があります。すなわち軽い圧迫を加

えるだけで良い場合、両骨片の断端を切除して圧迫を加えなけ

ればならない場合、小さな骨欠損に対して骨移植を必要とする場

合、骨折部全体の広範な瘢痕剥離と重度の骨欠損に対して骨移

植を合わせて行うことが必要な場合もあります（詳細はP.41、F．

偽関節を参照ください）。ドッキング部での骨癒合が進んでいるか

は引き続きX線撮影（前後像）を行い観察します。

この領域で経験のある術者は骨片の移動距離が3cm以上の症

例ではドッキング部は偽関節の治療と同じように扱うように提言さ

れます。それは骨欠損の症例においては、新生仮骨が成熟する

よりもドッキング部での骨癒合の方がより時間を要するためです。
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ドッキング部のダイナミゼーション

LRS 延長器はドッキング部と新生仮骨に対して別々にダイナミゼ

ーションをかけることができるため、状況に応じてそれぞれ異なっ

た時期に行うことが可能です。追加的に行った手術の結果、ドッ

キング部にて確実な接触面積が得られれば遠位クランプとレール

を固定しているスクリューを緩めてドッキング部のダイナミゼーショ

ンを行います。なお、その際にはドッキング部の短縮を防ぐために

遠位クランプ直上にダイナリングを取り付けることを推奨します。遠

位クランプとレールを固定しているスクリューの取り外すことによっ

て、クランプはレール上をスライドできるようになり、骨へのさらなる

荷重伝達が得られます。

遠位クランプとスクリューの抜去

ドッキング部の骨癒合状態は2方向からX線撮影を行って確認す

る必要があります。骨癒合が得られていることを確認した上で遠位

クランプおよびスクリューを抜去します。なお、新生仮骨が成熟す

るまでは中央および近位クランプは取り付けておいてください。

新生仮骨の管理

ボーントランスポートが終了した時点で脚長差がない場合は近位

および中央クランプをしっかりとレールに固定し、CDユニットを取

り外し、延長部に形成された新生仮骨が成熟するのを待ちます。

また、脚長差がある場合は、中央クランプをレールにしっかり固定

し、近位クランプとレールを固定しているスクリューを緩めて仮骨

延長を行います。予定の延長量が得られたら近位クランプをレー

ルに固定し、CDユニットを取り外し、延長部に形成された新生仮

骨が成熟するのを待ちます。仮骨の成熟を待つ期間中は引き続

きX線撮影（前後像）を行い、延長部の内側および外側の骨皮質

に連続性が見られるようになるまで観察を続けます。この段階で

は全周に渡っての骨皮質の連続性を確認するため、側面像もし

くは斜位像も撮影します。
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新生仮骨へのダイナミゼーション

ダイナミゼーションを開始する前に3面の骨皮質に連続性がある

か（前後像と斜位像を撮影した場合で言えば4面中3面）を確認

する必要があります。ダイナリングを近位クランプ直下に付けレー

ルを固定すれば延長部に形成された新生仮骨の短縮を防止で

きるため早期にダイナミゼーションを行うことができます（左図を参

照ください）。今日では多くの術者が仮骨の延長が終了するとすぐ

にダイナリングを取り付けます。ダイナミゼーションを開始する時は、

中央および遠位クランプをレールにしっかり固定してから近位ク

ランプとレールを固定しているスクリューを取り外します。

近位クランプとスクリューの抜去

2方向からX線撮影を行い骨皮質に連続性があり、成熟が十分

進んでいることが確認できた時点でクランプとスクリューを抜去し

ます。ドッキング部と延長部では通常骨癒合が完了するのに要す

る日数が異なるので、それぞれのクランプとスクリューの抜去時期

も異なります。

B）大腿骨近位骨欠損
遠位クランプのスクリューは膝蓋骨上嚢を避けた遠位骨幹端部

の海綿骨に挿入します。クランプの溝は骨切り部から数えて1,4番

目、または1,2,4番目の溝に挿入します。骨切り部へは前外側から

アプローチし、3～4cmの皮切を行い大腿直筋と外側広筋の間を

展開します。最小侵襲の方法はP.26を参照ください。

術後管理
骨片の移動

近位および遠位クランプを固定して、骨欠損部を充填するために

中央クランプを近位に移動させます。移動方法の詳細はA）大腿

骨遠位骨欠損のP.29を参照ください。

ドッキング手順

骨片の移動が完了したら、中央クランプをレールに固定します。圧

迫が必要であればCDユニットを中央と近位のクランプの間に接

続し、近位クランプとレールを固定しているスクリューを緩めて、圧

迫をかけます。ドッキング手順の詳細はA）大腿骨遠位骨欠損の

P.29を参照ください。

ドッキング部のダイナミゼーション

中央および遠位クランプを固定し、近位クランプとレールを固定し

ているスクリューを緩めて、ダイナミゼーションを行います。

近位クランプとスクリューの抜去

ドッキング部の骨癒合が十分進んでいることをX線写真で確認し

た上で近位クランプおよびスクリューを抜去します。なお、新生仮

骨の成熟が完了するまでは中央および遠位クランプは取り付け

ておいてください。
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C）脛骨遠位骨欠損

脛骨のボーントランスポートの手技はいくつかの相違点を除けば

大腿骨の場合とほぼ同様です。延長器は通常、前内側に取り付

けますが例外的に内側もしくは前方に取り付ける場合もあります。

術前プランニングの一般原則に関しては大腿骨の場合と同様で

す（P.19を参照ください）。

近位クランプに用いるスクリューは骨切り予定部側より数えて1、4

番目または1、2、4番目の溝を使用して挿入します。

骨幹端部のできるだけ高位で骨切りを行うために第1のスクリュ

ーは脛骨関節面よりすぐ遠位の幅の広い骨幹端部へ関節包を

損傷しないように注意しながら挿入します。

大腿骨の近位スクリューを挿入する時と同様に、スクリューガイド

を骨に固定しやすくするために付着している軟部組織をエレバト

リウムで丁寧に剥離します。

最遠位へ挿入する第2のスクリューおよびその他のスクリューの

位置決め方法に関してはA）大腿骨遠位骨欠損のP.22～24を参

照ください。

脛骨の遠位1／3の部位の表面近いところには伏在静脈と伏在

神経が走っているので皮膚および軟部組織を縦切する際には傷

つけないように十分な注意が必要です。

新生仮骨の管理

骨片の移動が終了した時点で脚長差がない場合は遠位および

中央クランプをしっかりとレールに固定し、CDユニットを取り外し、

延長部に形成された新生仮骨が成熟するのを待ちます。

また、脚長差がある場合は、中央クランプをレールにしっかり固定

し、遠位クランプとレールを固定しているスクリューを緩めて仮骨

延長を行います。予定の延長量が得られれば遠位クランプをレー

ルに固定し、CDユニットを取り外し、延長部に形成された新生仮

骨が成熟するのを待ちます。

新生仮骨へのダイナミゼーション

ダイナミゼーションを開始する前に3面の骨皮質に連続性がある

か（前後像と斜位像を撮影した場合で言えば4面中3面）を確認

する必要があります。

ダイナミゼーションを開始する時は、中央および近位クランプをレー

ルにしっかり固定してから遠位クランプとレールを固定しているス

クリューを取り外します。ダイナリングを遠位クランプ直上に付けレ

ールを固定すれば延長部に形成された新生仮骨の短縮を防止

できるため早期にダイナミゼーションを行うことができます。

クランプとスクリューの抜去

詳細はA）大腿骨遠位骨欠損のP.31を参照ください。



近位クランプに挿入した遠位スクリューから遠位1～1.5cmで、膝

蓋腱の付着部である脛骨粗面の遠位にて骨切りを行うために、

脛骨稜のすぐ内側にて3cmの縦皮切を加えます。骨切りの手技

はA）大腿骨遠位骨欠損とほぼ同様であるためP.26～27を参照

ください。

術後管理

術後管理の原則は骨片の移動の方法、ドッキング方法、延長部

に形成された新生仮骨の管理を含めて大腿骨の場合とほぼ同

様です（P.28～31を参照ください）

一般的に脛骨のボーントランスポートを行う場合は骨が皮膚のす

ぐ下にあるので軟部組織に起因する問題はほとんどありません。

骨片の移動が終了した時点で短縮がある場合は中央クランプを

レールに固定し、中央と近位のクランプの間で延長を行います。

腓骨の骨切りを行っていない場合は延長を開始する前に腓骨の

遠位1／3の部位で腓骨を約1cm切除して外果と脛骨をスクリュ

ー固定します。
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A．ボーントランスポート

D）脛骨近位骨欠損

遠位クランプに用いるスクリューは骨切り予定部より数えて、1、4

番目または1、2、4番目の溝を使用して挿入します。骨切りを行うた

めに脛骨稜のすぐ内側にて2.5～3cmの皮切を加えます。術後管

理に関してはB）大腿骨近位骨欠損のP.31～32を参照ください。

骨片の移動が終了した時点で短縮がある場合は、中央クランプ

をレールに固定し、中央および遠位クランプの間で仮骨延長を行

います。腓骨の骨切りを行っていない場合は仮骨延長を開始する

前に腓骨の遠位1／3の部位で腓骨を約1cm切除して外果と脛

骨をスクリュー固定します。
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A．ボーントランスポート

E）2骨片の移動（Bifocal Transport）
この方法が適応になるのは骨幹部中央と骨幹部辺縁部に重度

の骨欠損がある場合です。4つのクランプを使用して、2ヵ所での

骨切りが必要です。

骨幹部中央の骨欠損

（a）骨幹部中央の重度の骨欠損例

（b）近位および遠位骨幹端部での骨切り。

（c）クランプ①と④をレールに固定し、クランプ②を遠位方向へ、

クランプ ③を近位方向へ骨片が接するまで同時に移動。

骨幹部辺縁部の骨欠損

骨幹部辺縁部の重度の骨欠損例では長い方の骨片において2ヵ

所の骨切りを行います。2つの骨片は同じ方向に移動するため、2

つの骨片のうち、骨欠損部から遠位の骨片は通常の速度、骨欠

損部から近位の骨片はその2倍の速度で延長します。このことに

よってその延長量の割合は確保されます。

（a）骨幹部辺縁部の重度の骨欠損例

（b）長い方の骨片において2ヵ所の骨切り。

（c）クランプ①と④をレールに固定し、クランプ②と③を近位方向

へ骨片が接するまで同時に移動。

① ① ①

② ②
②

③
③ ③

④ ④ ④

(a) (b) (c)

① ① ①

②

② ②
③

③ ③

④ ④ ④

(a) (b) (c)

術後管理

A）大腿骨遠位骨欠損P.28～31とほぼ同様です。この方法でボーントランスポートを行い、2つの骨片同士がドッキングした時点で短縮が

ある場合は中央クランプ（②および③）と、近位または遠位クランプのどちらか1つの計3つのクランプをレールに固定し、残った1つのク

ランプと隣接するクランプの間で仮骨延長を行います。腓骨の骨切りを行っていない場合は、脛骨の遠位1／3の部位で腓骨を約1cm

切除して外果と脛骨をスクリュー固定します。
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B．短縮延長法（Compression-Distraction）

A）軽度の骨欠損と短縮を伴う症例
脛骨で3cm以下、大腿骨で5cm以下の軽度の骨欠損であれば

骨欠損部に圧迫をかけて一期的に短縮させ、健常な骨幹端部

にて仮骨延長を行う方が、ボーントランスポートを行うより明らか

に有利です。なぜなら、骨片同士を一期的に、しかも最適な状態

で接触させることが可能だからです。また、ボーントランスポートの

際に発生する可能性がある軟部組織の問題やドッキング部のア

ライメントの問題が生じることがなく、術直後からドッキング部での

骨癒合機転を開始させることができます。その結果、偽関節や遷

延癒合の発生率はボーントランスポートと比較して少なくなります。

圧迫を加えて一期的に短縮させた部位には、延長中に徐々にな

くなりますが、余剰な軟部組織が膨らんで常に存在します。例外

的に、術後に漸次的に短縮させる場合もあります。仮骨延長法に

より延長する場合、骨切りは前述したように健常な骨幹端部で行

います。この方法で脛骨の骨欠損を治療するとき、腓骨の遠位

1／3の部位で脛骨の骨欠損部の長さ＋約1cmの腓骨を切除し

て外果と脛骨をスクリュー固定します。

①

②

③

(a) (b) (c)

①

②

③

①

②

③

（a）軽度の骨欠損例

（b）クランプ②と③の間を一期的に短縮させて骨欠損部をド
ッキングさせます。クランプ①と②の間での骨切りを行う。

（c）クランプ②と③は圧迫のかかった状態を維持するために
レールに固定し、クランプ①を近位方向に移動させ、仮骨
延長を行い、本来の骨長まで修復する。

短縮と仮骨延長を同時に行う際の原則を以下に述べますが、手技はボーントランスポートを行う場合とほぼ同様ですので、詳細に関し

てはここでは触れません。

この手技では1ヵ所で仮骨延長を行い、もう1ヵ所では漸次的あるいは一期的に短縮して圧迫をかけます。感染例では、感染が鎮静化

してから骨切りを行ってください。骨幹部での仮骨延長はあまり適さないため、小さな骨欠損を伴う短縮例および骨幹部での変形を伴

う短縮例がこの手技の適応となります（C．2ヵ所での骨切り・延長（Bifocal Lengthening）P.37を参照ください）。
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B．短縮延長法（Compression-Distraction）

B）骨幹部での変形を伴う短縮例
骨幹部の変形癒合あるいは偽関節に対しては、骨切りを行うか

徒手的に骨折させアライメントを整えます。一般的な目安としては、

変形が10°以内ならば骨切りのみで矯正可能ですが、10°以上に

なると楔状骨切りが必要です。腓骨が健常で脛骨に対してこの

手技を行う際は内反および外反変形の程度によっても異なります

が脛骨の矯正骨切り術と同時に約1cm腓骨を切除して骨欠損を

作ります。仮骨延長は前述の通り健常な骨幹端部で行います。

この手技の詳細はLRS延長器 Part Bを参照ください。

術後管理

A）,B）のいずれも術後管理に関してはA）大腿骨遠位骨欠損P.28

～31とほぼ同様です。

①

②

③

①

②

③

①

②

③

（a）遠位骨幹部の角状変形を伴う短縮例

（b）クランプ②と③の間での仮骨延長と軟部組織を牽引する
ために骨切りを行う。クランプ①と②の間での仮骨延長
を行うために骨切りを行う。仮骨延長は通常の待機期間
の後に開始。（この使用例ではクランプ③はスィベリング
クランプを使用しています。）

（c）クランプ②と③の間では新生仮骨の一期的短縮によって
軟部組織の緊張を緩和させて角状変形と平行移動の矯
正を行う。クランプ①は仮骨延長を行い、本来の骨長ま
で修復する。

(a) (b) (c)
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C．2ヵ所での骨切り・延長（Bifocal Lengthening）

A）極度の短縮例
このような症例は、骨欠損がある場合のような不安定性もなく、ま

た変形もなくアライメントを整える必要がないので手技的にはシン

プルです。他の症例と異なり、骨幹端部で骨切りを行うために近

位および遠位スクリューをどちらも骨幹端部に挿入します。この場

合レールは下肢の力学的骨軸（大腿骨頭の中心から足関節の中

心を結ぶ線）に平行に取り付けます。使用するクランプの溝は近

位、遠位クランプ共にボーントランスポートの場合と同様に骨切り

予定部側から数えて1,4番目または1,2,4番目です。中央クランプ

は骨片の中央に取り付け、この場合は同じサイズのCDユニットを

2つ使用します。CDユニットは近位と中央のクランプの間および

中央と遠位のクランプの間に取り付け、骨切りを容易にするため

に牽引をかけます。骨切りを行う際の手技に関してはA.ボーント

ランスポートを参照ください。腓骨が健常で脛骨に対してこの手

技を試みる際は、仮骨延長を行う前に遠位1／3の部位で腓骨を

約1cm切除して外果と脛骨をスクリュー固定します。

2ヵ所での骨切り・延長（Bifocal Lengthening）の原理については以下の通りです。2つのCDユニットを同時に使用することを除けば

手技はボーントランスポートとほぼ同様です。したがってクランプを取り付ける際は十分注意する必要があります。中央に取り付けるクラ

ンプは2つのCDユニット取り付けられるクランプを選択する必要があります。2ヵ所での骨切り・延長（Bifocal Lengthening）は極度の

短縮例や骨幹端部の変形を伴う短縮例がその適応となります。

①

②

③

①

②

③

①

②

③

（a）極度の短縮例

（b）クランプ①と②、②と③の間の骨幹端部での骨切りを行う。

（c）クランプ②をレールに固定して、クランプ①と③はスライドで
きる状態にして2ヶ所の骨切り部で同時に仮骨延長を行う。

(a) (b) (c)
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C．2ヵ所での骨切り・延長（Bifocal Lengthening）

B）骨幹端部での変形を伴う短縮例
変形の矯正はB．短縮延長法（Compression-Distraction）で前

述したように骨切りを行うか徒手的に骨折させた後で行います。

変形の矯正を漸次的に得るためにはこの部位では多少の仮骨

延長が必要です。さらに延長が必要な場合は健常な骨幹端部で

骨切りを行います。腓骨が健常で脛骨に対してこの手技を試みる

場合は、骨幹端部の変形を矯正する前に腓骨を切除して約1cm

の骨欠損を作る必要がありますが、切除する長さは内反および外

反変形の程度により異なります。この手技の詳細はLRS延長器

Part B を参照ください。

術後管理

A．ボーントランスポートP.34～35に前述している内容とほぼ同様で

す。しかしながら2ヵ所で仮骨延長を行っているため、軟部組織の

緊張はより速く高まります。延長開始後14～21日間は1mm／1ヵ

所／dayの速度で延長します。その後は軟部組織の過度の緊張

を避けるために1.5mm／2ヵ所／dayに延長速度を緩めます。延

長中はX線写真撮影によって骨質を確認し、適切な延長速度を

選択する必要があります。

①

②

③

①

②

③

①

②

③

（a）遠位骨幹端部の変形を伴う短縮例。この使用例ではクラ
ンプ③はスィベリングクランプです。

（b）クランプ①と②、②と③の間での骨切りを行う。

（c）両方の骨幹端部で仮骨延長を行います。遠位部では新生
仮骨の一期的短縮によって軟部組織の緊張を緩和させて
角状変形と平行移動の矯正を行います。クランプ①の移
動によって仮骨延長を行い、本来の骨長まで修復する。

(a) (b) (c)
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D．広範な軟部組織の欠損を伴う開放骨折

2ヵ所での処置は広範な軟部組織の欠損がある開放骨折例、あ

るいは骨髄炎／軟部組織壊死を伴う遷延癒合／偽関節例に対

しても使用されます。Giebelによる短縮延長法は、十分な骨切除

を行い、軟部組織を閉創した後、健常な骨幹端部での仮骨延長

を行い、本来の骨長まで修復する方法で広範囲の骨欠損（4～

12cm）も治療できます。

脛骨でこの手技を行う場合は腓骨の中1／3の部位で腓骨を脛

骨の骨欠損長＋約1cm切除します。

骨と軟部組織の欠損が大きい場合はボーントランスポートを行い

ます。軟部組織は創外固定を行う際に皮弁または筋弁により一期

的に閉創するか、もしくはトランスポート終了時に肉芽組織上に皮

膚移植を行います。後者の場合、肉芽組織はトランスポートされた

骨片の進行方向端に沿って生じます。

一期的に骨片同士がドッキングする前に露出した骨を切除してド

ッキング部の健常な骨の周囲が肉芽組織で覆われるようにしま

す。どんなにわずかな欠損でも中間層植皮を行います。

（a）広範な軟部組織の欠損を伴う開放骨折例

（b）十分なデブリドマンと軟部組織創を閉創できるように骨
を切除する。遠位部は固定し、近位部で骨切りを行う。

（c）近位部で仮骨延長を行い、本来の骨長まで修復する。

(a) (b) (c)
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E．1ヶ所での手技

A）1ヵ所での骨切り・延長
（Monofocal Lengthening）

手技の選択の1つとして、LRS延長器は1ヵ所での骨切り・延長

（Monofocal Lengthening）にも使用できます。3～4クランプで

使用する手技もありますが、この手技では2クランプで使用します。

LRS延長器で1ヵ所での骨切り・延長（Monofocal Lengthening）

を行う際の適応症例には、非常に接近したスクリュー間距離を必

要とするような極度の短縮例も含まれます。また特に強度を必要

とする10cm以上の仮骨延長、小児の大腿骨延長、その他の低

身長症例、関節機能を温存するためにできるだけ膝関節から離

れた位置にスクリューを挿入しなければならないような症例も適

応となります。スィベリングクランプを使用すれば内反および外反

変形を矯正しながらの仮骨延長も可能です。

(a) 短縮例

(b) 骨幹端部での骨切り

(c) 仮骨延長

B）より大きな安定性が必要とされる症例

骨粗鬆症に伴う偽関節（F．偽関節のP.44を参照ください）、遷延癒合、体重の重い患者で変形癒合がある場合にも、LRS延長器では

骨の全長に渡って最も適切なところにスクリュー、クランプを取り付けることが可能であり、より安定性を高めることが可能です。

C）仮骨延長が必要な場合も含む変形の矯正

通常、変形は遠位の骨片の位置を参照します。骨の変形は一期的か漸次的に矯正します。

どの程度の変形まで一期的に矯正可能かは局所の軟部組織に及ぼす影響によって決まります。たとえば脛骨近位の変形を一期的に矯

正する際には、腓骨神経を損傷しないよう特に注意しなければなりません。これらの詳細はLRS延長器Part B を参照ください。

(a) (b) (c)
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F．偽関節

偽関節治療の目的は、偽関節部に骨の連続性を獲得するだけではなく、下肢のアライメントを矯正し、機能的にも最良の結果を得る

ことになります。偽関節治療の原則は、アライメントの矯正、強固な固定と骨形成刺激です。治療法を考える上で重要なことは、偽関節

が骨肥大型か骨萎縮型かを見極めることです。

アライメントの矯正

顕著なアライメント異常や複数ヵ所でのアライメント異常がある場合、創外固定器を取り付ける前にアライメントの矯正を行います。軽度の

変形に対しては創外固定器を取り付けた後にボールジョイントやスィベリングクランプを用いて矯正できます。骨肥大型偽関節の場合、

偽関節部に可動性が少ないため、透視下にて骨ノミを用いて経皮的に骨折させ矯正することが必要となります。

強固な固定

内固定や創外固定による治療で偽関節になった例では、骨質が不良の場合がしばしばあります。LRS延長器ではクランプをスライドさ

せれば骨のどの部位にもスクリューの挿入が可能であり、非常に強固な固定が得られます。内固定が禁忌となるような感染例では特に

有用です。

骨形成刺激

（a）骨肥大型偽関節

一般的には偽関節部の血行は保たれており、アライメント矯正と強固な固定によって骨癒合が得られます。骨折部の接触面積が大きい場

合、圧迫をかけることで骨折部に強固な固定が得られると同時に、骨形成も誘発します。斜骨折や骨欠損を有する場合は、骨折部が変

形する危険性がありますので圧迫はかけない方が良いでしょう。漸次的に仮骨延長することで骨形成を促進し、骨長も調整できます。

（b）骨萎縮型偽関節

骨萎縮型偽関節の治療はより困難です。なぜなら、偽関節部に可動性があり、血行が乏しいからです。治療のためには直接または間接

的な手法を用いて血行再開を促進します。間接的な方法として、歩行、筋肉運動によるポンプ作用、電磁場療法、機能的装具や骨の一

部に骨切りを加えることで血行を改善する方法などがあります。血行を改善する直接的な方法も考案されています。一部骨切除を行い

短縮し、固定性を改善し骨にある程度の負荷をかけることで骨の強度を増し、スクリューの緩みを予防します。良好な血行は健常な骨

の部分まで切除することで得られます。短縮した部分は骨幹端部での仮骨延長によって補うことができます。他の直接的な方法として、軟

部組織の欠損部に血管柄付き皮膚移植と瘢痕組織除去を行い、局所の血行を改善する方法、骨や皮膚の破砕などがあります。自家

骨移植が骨の再生には最も有効であり、骨形成、骨誘導、骨伝導の主に3つのメカニズムが考えられています。

注意：ボーントランスポート後ドッキング部が骨萎縮型偽関節となった場合も同様にアライメントの矯正と骨形成の刺激を行うこ

とで対処します。
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Tクランプ
レールの片端に固定して使用します。専用のテンプレートを使用

します。

適用

骨幹端部で骨切りを行う場合や、骨片が小さすぎてストレートク

ランプを取り付けるための十分なスペースがないような時に使用

します。しかし、ストレートクランプの方がより固定力があるため可

能な限りストレート クランプの使用を推奨します。Tクランプはレ

ール端に固定されてしまうため、Tクランプと中央クランプの間で

ダイナミゼーションを行う場合は、クランプ間にCDユニットを取り付

けて短縮しないようにしてから、近位および中央クランプとレール

を固定するスクリューを緩めます。例外としてTクランプを2個使用

する場合はダイナミゼーションも延長も不可能です。

OF-ガーシュ Tクランプ

OF-ガーシュ Tクランプをレールの片端に接続して、脛骨近位骨

幹端部の内反および外反変形をコントロールしながら仮骨延長

することができます。また、脛骨内反および外反変形の矯正だけ

を漸次的、あるいは一時的に行うこともできます。小児用はテンプ

レートを使わず直接取り付けます。

OF-ガーシュ Tクランプは一面のみの角度の矯正ができるように

デザインされています。それぞれのスクリューは収束的に挿入する

ことができます。仮骨延長か角度矯正に応じてCDユニットの接続

方法を選択して取り付けます。

(a) (b)

仮骨延長の際に生じた
外反変形　

外反変形の矯正

脛骨内反の漸次的矯正
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（a）仮骨延長を行う際のCDユニットの取り外し可能なロッキング

ピンの取り付け位置

（b）角度の矯正がを行う際のCDユニットの取り外し可能なロッキ

ングピンの取り付け位置

脛骨延長の手術手技

腓骨遠位部の切除と固定

外果と脛骨をスクリュー固定して、スクリューより上方の腓骨を約

2cm切除します。ドレーンは使用せずに閉創します。

テンプレートの位置決め

膝関節面と前方脛骨粗面を透視下にて触診しながら位置を確

認します。テンプレートを皮膚から適切な距離に位置決めします。

正確な矯正を行うためにOF-ガーシュ Tクランプは前額面で脛

骨プラトーと平行に設置してください。Kワイヤーをリファレンスとし

て、関節面から5～8mm低位に脛骨プラトーと平行に刺入するこ

ともあります。

（b）角度の矯正（a）仮骨延長

固定

取り外し可能なロッキングピン

クランプ軸ロッキングナット

レールとストレートクランプを
固定するスクリュー

緩める

固定

緩める
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膝蓋腱の付着部直下の骨切り位置と同じ高さにクランプ軸ロッ

キングナットがくるようにテンプレートのを設置します。小児の症例

ではOF-ガーシュ Tクランプの位置を決める際はスクリューを成

長軟骨より遠位に挿入しなければいけないことを考慮してくださ

い。

以下のポイントを特に気をつけてください。

1．設置位置が高すぎると、スクリュー挿入の際に関節面、また小

児の場合は成長軟骨を傷つける危険性があります。

2．設置位置が低すぎると、骨切り部が骨幹端部ではなく骨幹部

になってしまいます。

上記の手順がこの手技を行う際に最も重要なポイントとなります。

取り付ける位置を決定できた後にテンプレートに設けられた穴に

Kワイヤーを通してテンプレートを一時的に仮固定します。透視下

にて正確な位置の確認をしてください。レールを脛骨骨幹部と平

行になるように取り付けますOF-ガーシュ Tクランプと骨との距

離と同じになるようにします。レールのストレートクランプのテンプレ

ートの穴にもKワイヤーを通して脛骨稜に仮固定が行えます。テン

プレートのクランプ軸ロッキングナットは固定しておきます。

3．スクリュー挿入

近位部のスクリューを最初に挿入します。術後の緊張を避けるた

め、スクリューの収束角度は出来る限り小さくします。スクリュー挿

入の際には対側骨皮質への突出を適切にするため透視下にて、

後方の骨皮質からネジ山が1山以上突出しないように確認してく

ださい。小児の症例では脛骨粗面の成長軟骨を損傷してしまう

ため、中央のスクリューは挿入しないでください。大人の症例で

は中央のスクリューの使用を推奨します。骨幹部のスクリューは

ストレート クランプのテンプレートを使用して挿入します。全ての

スクリューを挿入後、Kワイヤー、テンプレート、スクリューガイドを

取り外します。

1

2

大人 小児
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上端のクランプカバーを外した状態でレールの近位にOF-ガーシ

ュTクランプを遠位にストレート クランプを取り付けます。レール

を取り付けて、クランプカバーを取り付けてクランプロッキング ス

クリューを固定します。そしてクランプ軸ロッキングナットも固定しま

す。

4．脛骨骨切り

前内側か前外側のアプローチで展開します。脛骨粗面の直下の

骨膜を剥離して脛骨の全ての面で骨切りします。膝蓋腱の付着

部直下にクランプ軸ロッキングナットの設置して骨切りを行います。

骨切りの手技の手順に関してはA）大腿骨遠位部骨欠損とほぼ

同様ですのでP.25～27を参照ください。CDユニットを使用して2

～3mmの延長（反時計回りに1回転＝1mmの延長）を行い、骨

切りが完全に行われたかを確認します。その後、骨片を最小限

の間隔まで戻します（時計回りに1回転＝1mmの短縮）。CDユニ

ットの使用方法に関してはP.43の図（a）を参照ください。そして

ストレート クランプとレールを固定するスクリューを締めます。骨

膜、筋肉、皮膚の縫合を行います。ドレーンは使用しません。

術後管理

仮骨延長中に内反変形もしくはより高い頻度で発生する外反変

形が生じた場合はまずその原因を追究しなければなりません。ク

ランプ軸ロッキングナットの緩み、スクリューの曲がり、腓骨の骨切

り後の早まった癒合などが原因として考えられます。

もし図（a）のように変形が生じた場合は変形と同じ側にCDユニ

ットを（b）のように接続します。取り外し可能なロッキングピンはP.43

の図（b）のように取り付けます。クランプ軸ロッキングナットを緩め、

ストレート クランプとレールを固定して、1日に1/4回転を4回

（1mm/day）の割合で延長します。角度が矯正されれば、取り外

し可能なロッキングピンはP.43の図（a）のように取り付け直して、

仮骨延長を再開します。このクランプは特にとくに脛骨近位部の

計画的な矯正の症例に非常に有用です。このような症例での使

用方法の詳細はLRS延長器Part Bを参照ください。部分荷重

は手術翌日から開始します。アライメントが最適であるかは、患者

を起立させて下肢全体のX線写真前後像から最もよく判断でき

ます。アライメントの矯正はCDユニットを使って延長または短縮を

行うことにより可能です。側面像のX線写真は、骨片間のギャップ

を確認するために重要です。ギャップがある場合は、軸方向の短

縮によって矯正できます。

(a) (b)

緩める 固定

固定
緩める
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ボールジョイント カップリング

レールの片端に固定して使用するためスライドさせることはできま

せん。オーソフィックスのボールジョイントクランプが接続できるよう

になっています。ボールジョイントは緩めた状態で36°の可動域を

持ちます。専用のクランプテンプレートを使用します。

現在では角状変形矯正には一期的矯正用テンプレートとマイクロ

メトリッククランプの方がより有用性が高いです。（詳細はLRS延長

器Part Bを参照ください）

小児でのLRS延長器の使用

ボーントランスポートやこれに関連する治療法は複雑であるため患者の理解と協力が必要です。特に小児では日常生活の指導が難しい

場合があります。小児の中には非常に活発な子がおり、松葉杖や歩行器のような移動補助手段を利用するのが困難な場合があるため

です。

両親と子供は術前に十分なカウンセリングを受ける必要があります。どんなに聞き分けの良い子でも、原則として5歳以下の小児を手術す

るのは避けたほうがよいでしょう。小児用LRSも使用方法は大人用LRSと同様です。

スクリューサイズ

原則としてスクリューの直径は骨の直径の30％以下でなければなりません。小児の骨でも大人用サイズのスクリューを使用することがで

きますが、スクリューの直径が骨の直径の30％以下でスクリュー穴が骨の中心に開けられていることが重要です。4.5－3.5mm径の細い

スクリューは、骨が小さく幼い小児に限って使用します。スクリューサイズの選択は、小児の体格と治療する骨の大きさによって決まり、年

齢によって決まるものではありません。
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骨欠損
中程度の骨欠損：ボーントランスポート

（a）短縮を伴う中程度の遠位部骨欠損例

（b）クランプ①と②で骨切り、クランプ①と③をレールに固定して

クランプ②を遠位に移動。

（c）本来の骨長まで修復するために、クランプ②と③をレールに

固定してクランプ①を近位に移動。

重度の骨欠損：2骨片の移動（Bifocal Transport）

骨幹部中央の骨欠損

（a）骨幹部中央の重度の骨欠損例

（b）近位および遠位骨幹端部での骨切り。

（c）クランプ①と④をレールに固定し、クランプ②を遠位方向へ、

クランプ ③を近位方向へ骨片が接するまで同時に移動。

骨幹部辺縁部の骨欠損

（a）骨幹部辺縁部の重度の骨欠損例

（b）長い方の骨片において2ヵ所の骨切り。

（c）クランプ①と④をレールに固定し、クランプ②と③を近位方向

へ骨片が接するまで同時に移動。

軽度の骨欠損：短縮延長法
（Compression-Distraction）

（a）軽度の骨欠損例

（b）クランプ②と③の間を一期的に短縮させて骨欠損部をドッキ

ング。クランプ①と②の間での骨切り。

（c）クランプ②と③は圧迫のかかった状態を維持するためにレー

ルに固定し、クランプ①を近位方向に移動させ、仮骨延長を

行い、本来の骨長まで修復。

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

①

②

③

①

②

③

④

①

②

③

④

①

②

③

④

①

②

③

④

①

②

③

④

①

②

③

④

①

②

③

①

②

③

①

②

③

①

②

③

①

②

③
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広範な軟部組織の欠損を伴う開放骨折の症例

短縮延長法（Compression-Distraction）

（a）広範な軟部組織の欠損を伴う開放骨折例

（b）十分なデブリドマンと軟部組織創を閉創できるように骨を切除。

遠位部は固定し、近位部で骨切り。

（c）近位部で仮骨延長を行い、本来の骨長まで修復。

延長の症例

1ヵ所での骨切り・延長（Monofocal Lengthening）

（a）短縮例

（b）近位骨幹端部での骨切り。

（c）クランプ①をレールに固定しクランプ②はスライドできる状態

にして仮骨延長。

2ヵ所での骨切り・延長（Bifocal Lengthening）

（a）極度の短縮例

（b）クランプ①と②、②と③の間の骨幹端部での骨切り。

（c）クランプ②をレールに固定して、クランプ①と③はスライドでき

る状態にして2ヶ所の骨切り部で同時に仮骨延長。

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

①

②

③

①

②

①

②

①

②

①

②

③

①

②

③
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手術手技の概略

スクリューの挿入

レール上にテンプレートを取り付けます。通常の方法で第1スクリ

ューを挿入します。第2スクリューは最遠位から挿入します。スクリ

ューガイドに挿入したトロッカーを遠位クランプの最遠位クランプ

の溝に入れて骨の中心に位置付けます。

2つ目のスクリューガイドに挿入したトロッカーを中央クランプの最

遠位クランプの溝に入れて骨の中心に位置付けます。

スクリュー挿入予定のそれぞれクランプの溝にスクリューが挿入

できるかを確認します。

最遠位のスクリューを通常の方法で挿入します。
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残りのスクリューを挿入します。

近位クランプでは骨切り部から数えて1，2，4番目のクランプの溝

を使用します。中央および遠位クランプでは1，5番目のクランプの

溝を使用します。

牽引をかけた骨切り方法

テンプレート付きのレールとスクリューガイドを取り外し、本物のク

ランプを取り付けます。スクリューをレール上のクランプに通して固

定します。近位と中央のクランプの間にCDユニットを取り付けま

す。牽引のために中央クランプを緩めます。

使用するドリルビットを適合するドリルガイドに入れて、骨切りを行

います。骨ノミを使用して骨孔を連結します。

牽引して骨切りが完了していることを確認します。骨片間のギャッ

プを閉じて中央クランプを固定します。骨膜を戻して、可能であれ

ば縫合します。ドレーンを留置します。
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