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骨折の治癒と創外固定器の役割

骨折修復の力学的考察

著明な外科医であり教育者でもあるAlan Apleyは、ある講義の始めに「なぜ、骨折は治癒するのでしょうか？」と問いかけました。

そしてその回答が「骨が折れているから骨折は治癒する！」でした。あまりにも単純な答えに聞こえるかもしれませんが、これは

疑いもない真実です。しかし、骨折がうまく治癒するにはいくつかの必要条件があり、それらは以下の通りです（Kenwright and

Richardson, 2000）。

● 骨折部に重大な欠損のない骨癒合可能な骨があること。

● 周囲の軟部組織に十分な血流があること。

● 重大な感染症がないこと。

● 力学的な状態が骨折治癒のそれぞれの段階で適切であること。

骨折の治癒過程はよく知られています。骨折部では、受傷直後にまず血腫が形成されます。この血腫は炎症細胞に浸潤されて、

次第に仮骨形成を示す肉芽組織に器質化されます。この早期の段階では、血腫を維持するために安定させることが重要です。

力学的な条件により、一次性骨癒合、二次性骨癒合、またはその二つの組み合わせのいずれかによって骨癒合が進行します。

一次性骨癒合では、骨単位（オステオン）により骨折部が癒合します。この骨癒合は、プレートとスクリューで固定するような非常

に強固な固定の後にみられ、この場合、骨折部には動きがありません。一次性骨癒合の過程は非常に時間を要します。また、外

側の架橋仮骨は形成されません。このような状況下では、正常な骨の強度までの回復には、非常に長い時間を要します。骨癒

合に1年以上要することもあり、再骨折と時間に関連した骨溶解が合併症となる可能性があります。二次性骨癒合は、骨折部に

ある程度の動きがある場合に骨片間の動きを減少させようとして外仮骨の架橋が形成されます。仮骨架橋が形成されるにつれ

て、外仮骨が優れた支えとなります。外仮骨が成熟するにつれて、骨折部の強度が急速に回復します。その後、荷重に耐えるこ

とができる骨へのリモデリングが始まります。

ダイナミゼーションの概念

現在では、外仮骨形成にはある程度の動きが必要であることは、よく知られています。副木なしで牽引により治療する大腿骨骨

折においては、受傷後早期に骨折部で大きな動きが起こり、これに伴って外仮骨が大量に形成されます（Lippert, 1974）。

ギプスで骨折を治療した場合も、受傷後早期に骨折部にかなりの動きがあるため、脛骨の骨折を早期の荷重とともにギプスで

治療すると、しばしば大量の仮骨が形成されて治癒します（Sarmiento et al; 1989）。潮の干満のような呼吸運動の影響を受ける肋

骨骨折のように、早期に周期的微少運動がある骨折では、大量の外仮骨が形成されることも特筆すべきです。

対照的に、プレートとスクリューを用いて強固な内固定を行う場合は、骨折部の動きは阻害されて、外仮骨形成は減少または完

全に抑制されます。強過ぎる固定は、仮骨の形成とその成熟のための自然の刺激を抑制してしまう傾向があります。しかし、創

外固定器では、骨折部にコントロールされた荷重を適用することができます。この方法は、Giovanni De Bastiani（当初Padua大学

の生理学の教授であり、その後Verona大学の整形外科の教授に就任）によって考案されました。De Bastiani教授は、これを「ダ

イナミゼーション」と名付けました。

「ダイナミゼーション」という用語は、治癒の過程における適切な時期に骨折部に適用させる漸増的荷重をさします。現在では多

数の実験的研究において、骨折部の動きは治癒の過程の様々な段階で有益性を示しているため、「ダイナミゼーション」という用

語は広い意味を含んでいます。この用語の意味に含まれる2つの主な動きは以下の通りです。

● 周期的微少運動

● 漸増的荷重
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骨折の治癒と創外固定器の役割

周期的微少運動

骨折部のギャップは周期的に開いたり閉じたりします。

この研究では、軟部組織の重度損傷がある患者
の脛骨骨折に対し、早期の周期的微少運動を適
用することにより治癒期間が著しく短縮しました。

18.1週目に治癒＊

治
癒
期
間
（
週
）

13.4週目に治癒＊
（p＝0.004）

周期的微少運動を
適用しなかった場合

周期的微少運動を
早期に適用した場合

（Kenwright et al; 1991）

＊15Nm／度の曲げ剛性によって評価

（n=35） （n=38）

周期的微少運動

ヒツジ脛骨による実験的研究では、骨切り後の早期段階で微

少運動をわずかに適用させると、外仮骨形成が促進されるこ

とがわかっています（Goodship and Kenwright, 1985）。この研

究では、軸方向の周期的な運動を短期間（毎日17分間以上、

30％部分荷重で500回）、骨切り後すぐに開始しました。この

研究およびその他の研究では、荷重の大きさと周期的微少運

動を適用させるタイミングが非常に重要であることが示されま

した。適用させる荷重の大きさに関しては、30％部分荷重で

は仮骨形成は促進されるという望ましい結果が得られたのに

対し、60％部分荷重、5％部分荷重の場合では仮骨形成は促

進されませんでした。タイミングに関しては、骨切り6週間後ま

で遅れた場合、仮骨形成は促進されませんでした。

治癒期間に対して周期的微少運動が重要であることは、

臨床試験で十分に示されています（Kenwright et al; 1991）。

この研究では、脛骨骨折の患者82人を対象とし、患者の半

分を強固な創外固定器で処置する群に、残りの半分を骨折

後7日目より周期的微少運動を適用できる創外固定器で処置

する群に、無作為に振り分けています。左のグラフからわ

かるように、早期に周期的微少運動を適用させた骨折は、全

期間において強固な創外固定器で治療した患者より有意に

早期に治癒しました。
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骨折の治癒と創外固定器の役割

漸増的荷重

さらに、荷重をコントロールできる創外固定器で治療する

骨折群において、骨折部の仮骨を崩さないよう荷重をコントロ

ールすると、骨の強度がより急速に回復しました。この荷重は

前のセクションのコントロールされた早期の周期的微少運動と

は全く異なるものです。骨折部の閉鎖は、漸増的荷重の結果

であり、石灰化した仮骨の架橋が骨折部全体に見えるようにな

ると、周期的微少運動は急速に減少します（Richardson et al;

1995）。この微少運動の減少により、骨折部での骨芽細胞の生

存が可能になります。このように、漸増的荷重は外仮骨の成熟

を促します。

この段階で治癒過程の第3段階が進行しています。

現段階では、リモデリングの理想的な力学的条件は完全に

は解明されていませんが、リモデリングの過程を効果的に

進めて、骨の正常な機械的強度を回復させるためには、

ある程度の荷重が必要であることは明らかです。

漸増的荷重

仮骨の圧迫による骨折部の漸増的荷重

骨折治癒の段階

治癒期間

炎症期
骨折部の安定性が必要

仮骨形成期
骨形成刺激：周期的微少運動

仮骨成熟期
骨形成刺激：漸増的荷重

骨
折
部
強
度
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オーソフィックスのダイナミゼーション

オーソフィックスのDAF（Dynamic Axial Fixator）は、

De Bastianiによってデザインされ、治癒過程の適切な時期に

軸方向の荷重を固定器から逃すことにより、骨折部に漸増的

荷重がかかるようになっています。

これは、2つに分かれた円筒部の一方が軸方向にスライドし、

もう一方の円筒部の中に入り込む構造になっているためです。

この2つのボディ部の部品は、固定器を取り付けた後にボディ

ロッキングナットを締めることによって固定されて、単一の強

固なユニットを形成します。骨折部に「ダイナミゼーション」を

適用するまでこの状態を維持します。

De Bastianiは、仮骨の形成が確認できれば、このダイナミゼ

ーションを適用するべきであると推奨していました。これは骨

折部のギャップの閉鎖を伴う、骨折部の漸増的荷重の過程で

す。彼は生理学の知識から、一度仮骨が形成されれば、自然

の力が有効に作用することを理解していました。仮骨は通常、

固定器を取り付けてから約2～6週後に形成されます。

ボディロッキングナットを固定した状態では、
主に固定器とスクリューに荷重がかかる。

ボディロッキングナットを緩めた状態では、
骨折部を通って荷重がかかる。
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オーソフィックスのダイナミゼーション

一部の重度の粉砕骨折では、短縮の恐れがあるため、骨折部

に仮骨の形成を示すＸ線的な所見があるにもかかわらず、そ

のような骨折へのダイナミゼーションの適用は避けられました。

そこで骨折部が短縮しないように、ダイナリングが開発されま

した。このリングは、シリコンクッションが付いており、固定器ボ

ディ部のメス側の端から2mm下にあるオス側の支柱に取り付

けます。ここでボディロッキングナットを緩めることにより、荷

重時には固定器に2mm以内の動きが生じ、骨折部が短縮する

ことなく刺激が与えられます。スクリュー挿入部の感染と偽関

節の発生率も低く、初期のDAFを使用した成績は非常に優れ

ていました。（De Bastiani et al; 1984; Foxworthy and

Pringle, 1995; Wallace and Howard, 1993）。現在では、骨

折治癒の早期には周期的微少運動が、その後には漸増的荷重

が重要であるということが理解されています。では、初期の

DAFは早期の周期的微少運動を省略したのに、なぜそれほ

ど効果的だったのでしょうか。

それは、初期のDAFは、後の漸増的荷重とともに早期の周期

的微少運動を適用していたからです。患者は可能になればす

ぐに（通常は固定器装着後1週間以内）、部分荷重を行ってい

ました。このように荷重を加えることによって、スクリューのシ

ャフトにわずかな「たわみ」が生じて、患肢が地面を離れて荷

重がかからなくなるとすぐに元の状態に戻ります。したがって、

固定器を装着して歩行することは骨折部に効果的に周期的微

少運動を適用することになります。
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オーソフィックスのダイナミゼーション

プロカルス固定器の開発

ダイナミゼーションの概念とその構成要素の理解が深まる

につれて、DAFの設計は改善可能であることが認識される

ようになりました。患者が部分荷重できる前に周期的微少

運動を適用することと、より一貫した信頼性の高い周期的

微少運動を適用することの両方を可能にしたのが、プロカ

ルス固定器です。

ボディ中央部は2つの部品から構成されていますが、一方が

他方の内側に入り込むのでなく、一方が他方にスライドす

る構造であるため、漸増的荷重を可能にするために最終的

にボディロッキングナットを緩めても、引っかかることが

少なくなります。

プロカルス固定器には、ボディロッキングナットを固定したま

までも機能するバネ式微少運動装置が組み込まれています。

アクチュエーターは、固定器のカムに取り付けます。微少運

動ロッキングナットを緩め、アクチュエーターのレバーを前後

にいっぱいまで動かすと、固定器ボディ部のバネ式微少運動

装置は2mm動きます。骨折部の動きの程度は、システムの強

度（スクリューの数および骨と固定器との間隔）と、仮骨と軟

部組織の抵抗によって決まります。これにより患者が離床前

で荷重をかけられないときにも、早期の段階で周期的微少運

動を骨折部に毎日適用できます。患者が荷重をかけられるよ

うになれば、アクチュエーターを取り外し、微少運動ロッキン

グナットを緩め、ボディロッキングナットを固定したままで、荷

重をかけることによって、短縮することなく骨折部に効果的な

周期的微少運動が適用できます。

微少運動
ロッキングナット

アクチュエーター

ボディ
ロッキングナット
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エクスカリバー固定器によるダイナミゼーション

エクスカリバー固定器は、ダイナミックコンプレッション／ディスト

ラクションユニット（以下、CDユニット）とともに使用します。

ダイナミックCDユニットは骨折部の単純な圧迫または牽引が

可能です。また、内蔵されているバネにより、固定器のボデ

ィロッキングナットが緩められた状態で患者が荷重をかける

と、骨折部に周期的微少運動が起こります。漸増的荷重は、

その後適切な時期にダイナミックCDユニットを取り外すことに

よって骨折部に適用することができます。

オーソフィックスのダイナミゼーション

プロカルス固定器の使用に推奨されるプロトコールは以下の通りです。

段階的なダイナミゼーションのプロトコール

受傷後の期間

術後1～7日

術後3～6週

以後

術後1～7日目

から開始し、

3～6週まで継

続。

炎症期

患者は床上または免荷

・ボディロッキングナット固定

・微少運動ロッキングナット固定

・ボディロッキングナット固定
・微少運動ロッキングナットを緩める

アクチュエーターは、毎日10分（2秒毎に1周期）
を2～3週または部分荷重が20kgになるまで使用。

アクチュエーターは使用毎に取り外します。

治癒段階 生理学的必要条件 創外固定器モード

骨折治癒過程の各段階で、仮骨形成に最適な刺激を与える方法

仮骨形成期 周期的微少運動

（a）患者は免荷または

20kgまでの部分荷重

（b）20kg以上の部分荷

重から全荷重まで

・アクチュエーター

によって受動的に行

います

・荷重によって行います アクチュエーターは、部分荷重が20kg以上に
なれば取り外します。

・ボディロッキングナットを緩める漸増的荷重
仮骨成熟期

20kg以上の部分荷重から全
荷重まで

骨折部の安定
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オーソフィックスの理念

骨折部への侵襲を最小限に留めて、受傷後の早期に優れた

安定性を保ちます。

治癒段階の適切な時期に骨折部に効果的な力学的刺激を

与えることにより、外仮骨の架橋形成とその成熟を促進

します。

骨の生物学を理解し、尊重することによって、合併症を

最小限にします。

早期に習熟できます：装着・除去が容易です。

・スクリューは、骨折部から十分離して挿入します。

・オーソフィックス創外固定器はバイラテラル型創外固定器と

同等の強度で、屈曲と回旋を制御します。

この安定性は固定器ボディ部と骨軸とのアライメント、固定

器およびスクリュー自体の強度、スクリューの形状によって

得られます。固定器のボディ部を静的モードで固定すると、

早期の可動化と荷重が可能となり、骨癒合が促進されます。

血腫の器質化が最も好ましい条件で進行するため、早期の外

仮骨の形成が促進されます。

創外固定器の重大な問題点は、スクリュー挿入部の感染とル

ーズニングです。オーソフィックススクリューのデザインは、スク

リューに関連する問題の予防に重要な役割を果たしています。

このことについては、後述の解説を参照ください。

オーソフィックス創外固定器は容易かつ迅速に装着・除去がで

きます。この特徴は、特に多発性外傷の症例に頻繁に遭遇す

る救急処置室での使用に適しています。プロカルス固定器は

数十分（手技に慣れれば平均20～30分）で取り付けができるた

め、重度の外傷の患者への麻酔時間を短縮することができま

す。スクリューのネジ部はテーパー形状なので、抜去も全

身麻酔や局所麻酔をせず、外来で容易に処置することがで

きます。

オーソフィックス創外固定器の開発と改良はオーソフィックスの基本理念を示しています。一言でいうと、それは「骨折治癒の自

然の生理的過程を尊重し、促進する」ということになります。これを達成する方法は以下の通りです。
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オーソフィックス創外固定器の臨床適用

外傷への適用

1. 長管骨の骨折

創外固定器は、当初は上肢および下肢の長管骨骨折の通常の治療に向けて開発されましたが、現在では脛骨または大腿骨の単

純骨折の最適な治療法としては、ほとんど使用されていません。このような状況では一般的に髄内釘が標準手技と考えられて

います。創外固定は骨折部に干渉しませんので、現在でも多くの場合、脛骨や大腿骨の開放骨折に適用することが推奨されて

います。しかし、近年では髄内釘がより広範に適用されるようになっており、グレード2の開放性骨折の処置では頻繁に使用され、

満足できる成績が得られています。しかしながら、グレード3の開放性骨折の治療では、ほとんどの場合、依然として創外固定が

使用されています。また、脛骨髄内釘では、慢性の膝痛の残存などが発生することがあり、必ずしも理想的な成績を得ることが

できないことが報告されています（Court-Brown et al; 1997; Dogra et al; 2002; Skoog et al; 2001; Wallace and Howard, 1993）。

オーソフィックス創外固定器が最も有用となるのは、大腿骨骨折のある多発性外傷患者の治療の場合です。この場合、処置まで

の時間が極めて重要です。これは大腿骨骨折受傷後、24時間以内に固定されなければ、死亡率と罹病率が非常に高くなること

が十分に認められているためです。このような状況下では、創外固定器を取り付けるまでの時間は、多発性外傷患者の生存率

に重大な影響をおよぼします（Brug et al; 2000）。

2. 関節内と関節近傍の骨折

プレートとスクリューによる観血的整復と内固定は、依然として関節内と関節近傍の骨折の治療に広く用いられています。

High energy骨折の場合、このアプローチでは、深部感染とインプラント周辺組織の壊死が起こることが多く、患肢を切断する

場合もありました。現在では、優れた安定性で関節の早期可動化が実現できる低侵襲性の手技を用いる傾向にあります。

オーソフィックス創外固定器では、固定器に脱着式のクランプを取り付けることによって、これらの特徴を全て網羅します。関節

をまたいだ固定はほとんど必要とされないため、多くの場合は治療期間中でも関節運動ができます。脛骨遠位、手関節または肘

の重度粉砕骨折など、関節をまたいだ固定が不可欠である場合は、治療プログラムの適切なタイミングで固定器を緩めて、コン

トロールされた関節運動が行えます。このような骨折は、シェフィールドリング固定器を使用して治療することもできます。

3. 骨盤骨折

骨盤骨折は、生命に関わる骨折です。前方が不安定である場合、後方も不安定であるか否かにかかわらず、できるだけ迅速に

前方を固定し、骨盤容積を整復し、出血を抑えます。骨盤固定器は、このような状況で迅速に取り付けられるようデザインされ

ています（「骨盤固定器」の手技書を参照ください）。

4. 手足の小骨の骨折

中手・中足骨の骨折や、手足の手指・足趾骨の骨折には、ペニッヒミニ固定器を適用できます（「ペニッヒミニ固定器」の手技書を

参照ください）。
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オーソフィックス創外固定器の臨床適用

四肢再建への適用

1. 仮骨延長法

骨切りを行うと、骨切り部では待機期間の後に仮骨が形成され、

発達した可塑性の仮骨は様々な目的を達成するために操作す

ることができます。仮骨延長法[callotasis]、または片側仮骨延

長法[hemicallotasis]によって、仮骨を延長して変形を矯正す

ることもできます。

下肢の延長では、同時に2ヵ所での骨切り・延長法[bifocal

lengthening]を選択することもできます。

長管骨の骨幹部に骨欠損がある場合は仮骨延長法を適用する

ことによって、最終的な成功率が不確かな、広範にわたる自

家骨移植の必要性がなくなり、ドナー部位への侵襲も回避で

きます。骨切りを適切な位置（理想的には骨幹端部）で行い、

骨切り部で仮骨形成が始まると、骨切りによって分離された骨

片を漸次的に適切な方向に移動させます。骨切り部で形成さ

れる仮骨の延長によって欠損部のギャップを埋めていきます。

これがボーントランスポートの手技です。

仮骨延長法
[callotasis]

片側仮骨延長法
[hemicallotasis]

2ヵ所での骨切り・延長法
[bifocal lengthening]
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オーソフィックス創外固定器の臨床適用

骨欠損が、軽度の場合（脛骨では3cm以下、大腿骨では5cm

以下）には手術時に一期的に短縮させて、その部位を閉創す

ることもあります。骨の長さは短縮しますが、後に健常な

骨幹端部で仮骨延長を行うことで、骨の長さは本来の長さま

で回復することができます。

短縮延長法[Compression-Distraction]（Saleh and Rees, 1995）

重大な軟部組織損傷を伴う骨欠損の場合、広範囲にわたる

筋肉弁の移動と皮膚移植を伴う骨移植は、外見的にも容認

できない最終的な結果になることもあります。

これは、軟部組織欠損部の直下で骨片を切除し、その結果

生じる骨欠損を閉鎖することにより回避できます。切除す

る骨の一部は病的である場合もありますが、この方法では

一部の健康な骨の切除が必要な場合もあります。これは、切

除する骨の量は、残存する軟部組織がその他の部位からの

軟部組織を移植する必要なく欠損部を覆うのに十分でなけ

ればならないためです。短縮した骨は、後に健常な骨幹端

部での骨切りと仮骨延長法によって回復させることができ

ます（Giebel, 1991, 1992）。
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オーソフィックス創外固定器の臨床適用

これらの仮骨延長法では、優れた成績を得るために以下の原則を守らなければなりません。

・延長を開始する前に、骨切り部に十分な仮骨が形成される

まで、適切な待機期間を設けなければなりません。通常は

7～10日間程度の待機期間が必要です。

・仮骨延長の速度は非常に重要であり、一ヵ所で骨切り・延

長を行うときは、1日あたり1mm、通常は6時間毎に0.25mm

の速度で行います。仮骨の質はＸ線撮影によって慎重に経

過観察しなくてはなりません。それによって延長の速度調整

が必要になります。

・プランニング通りの長さに達するか、またはボーントランス

ポートが完了したら、延長に要した期間とほぼ同じ期間の

ニュートラリゼーション期間をおきます。この期間中は仮骨

が成熟するまで、その長さは安定した状態を維持します。

このような概念の詳細は該当する手技書を参照ください。

・ダイナミゼーションを開始する前に、3面の完全な骨皮質化

（すなわち、前後像と斜位像で4つのうち3つ）が確認されな

ければなりません。しかし、ダイナリングを使用すると、新し

く形成された仮骨の短縮を防止できるので、ダイナミゼーシ

ョンはもっと早い段階で開始できます。多くの術者は延長が

完了するとすぐにダイナリングを使用しています。

待機期間

延長の速度

ニュートラリゼーション期間

ダイナミゼーション
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オーソフィックス創外固定器の臨床適用

2. 偽関節

肥大性、萎縮性、または感染性のあらゆる形態の偽関節の治

療に広く適用できることがこれまでに報告されています。あら

ゆる形態の偽関節にも様々な治療原則が当てはまりますが、

それらは以下の3点に要約されます。

・アライメントの矯正

・強固な固定

・骨形成刺激

単支柱型固定器では、術中に一期的に偽関節部のアライメン

トを矯正します。

（A）プロカルスのボールジョイントによって矯正します。

（B）LRS延長器を使用する場合は一期的矯正用テンプレート

を使用して矯正します。（「LRS延長器：Part B」の手技書

を参照ください）

一期的に矯正することによって神経系の後遺症の危険性（外

反脛骨を矯正する際に腓骨神経の損傷の可能性等）がある場

合、漸次的な角度矯正が適応となります。

（C）シェフィールドリング固定器によって矯正します。（「The

Ring Fixator Part C：シェフィールドリング固定器」の手技

書を参照ください）

オーソフィックス創外固定器は、アライメントの矯正後の固定に

有用です。スクリューまたはワイヤーを骨折部から十分離して

挿入できますので、プレートや髄内釘などの内固定が禁忌で

ある感染例の場合には、オーソフィックス創外固定器の使用は

理想的です。さらに、圧迫、ニュートラリゼーション、または

Ligament Taxisによって骨折部を制御することができます。

偽関節の治療の際に感染した骨の切除や、先天性の偽関節、

または腫瘍の摘出による骨欠損が伴うことがありますが、この

ような場合には、ボーントランスポートの手技を用いて骨移植

を回避できます。その際には、LRS延長器またはシェフィール

ドリング固定器を有効に使用できます。（「LRS延長器：Part

B」、「The Ring Fixator Part C： シェフィールドリング固定

器」の手技書を参照ください）

単支柱型固定器では、静的から動的または弾力性のある固定

への転換が可能であり、必要なときに力学的な骨形成刺激を

与えられます。骨移植または電気刺激と組み合わせて骨形成

刺激を与えることもできます。

オーソフィックス創外固定器は偽関節に対しても、確定的な治

療プログラムを提供することができます。

一期的なアライメントの矯正
＋

強固な固定

A

C

一期的なアライメントの矯正
＋

強固な固定

漸次的なアライメントの矯正
＋

強固な固定

B
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オーソフィックス創外固定器の臨床適用

３. 関節固定術

通常は人工関節置換術で良好な成績が得られるため、膝関節

または股関節の関節固定術は一般的にはあまり行われません。

したがって、これらの関節での関節固定術は通常、その他の

選択肢がない場合の最終手段です。しかし、足関節では人工

関節置換術では良好な成績を得ることが難しいため、関節固

定術が一般的に行われています。

骨欠損を伴う重大な外傷や人工関節の抜去後などに膝関節固

定術を行う場合、単支柱型固定器またはリング型固定器のい

ずれかを使用して関節面を圧迫することができます。

いずれのタイプの固定器も、15°の屈曲位での関節固定術が可

能です。

（A）プロカルス固定器を前方に取り付けるか、2つの固定器を

使用して、1つは前方に、もう1つを側方に取り付けます。

（B）シェフィールドリング固定器を全てスクリュー固定で使用します。

股関節では単支柱型固定器を使用します。

3本のスクリューを骨盤に挿入して、ストレートクランプを通し

て大腿骨骨幹部近位に3本のスクリューを挿入します。

（C）プロカルス固定器にトラウマガーシュクランプを取り付けます。

（D）大腿骨の延長と同時に股関節の固定を行う際はLRS延長

器にトラウマガーシュクランプを取り付けます。

SHORT

SHORT

A

B

C D
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オーソフィックス創外固定器の臨床適用

足関節固定術は、内固定または創外固定のいずれでも行えま

すが、観血的整復とプレートを使用した内固定では、最高26％

の偽関節の発生率が報告されています（Holt et al; 1991;

Kirkpatrick et al; 1991; Mears, 1991）。また、内固定は感染が

ある場合は禁忌となります。膝関節と同様に、単支柱型固定

器またはリング型固定器のいずれかを使用できます。

遠位スクリューは、a距腿関節固定の場合は距骨に、b距腿・

距踵の二重固定の場合には距骨と踵骨に挿入します。

（E）骨質が良好であれば、トーベイガーシュクランプまたはT

クランプを遠位に取り付けたプロカルス固定器を内側に

設置します。

骨質が脆弱で、解剖学的に変形していれば、足部にシェフィー

ルドリング固定器を用いて固定することにより、均等で長期的

な支持ができます。関節の展開によるデブリドマンが必要で

あり、術後のアライメントの矯正が可能です。

（F）脚長差を矯正するために、脛骨と腓骨の追加的な骨切り

を行い、近位部でさらに延長することができます。

a
a

b

b

E

F
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オーソフィックス創外固定器の臨床適用

4. 関節開大術

関節開大術は、創外固定の固有の手技です。当初は変形性股関

節症の保存療法のために考案されたもので、創外固定器によっ

て荷重・筋力の負荷を免荷して、関節裂隙の開大を行う一方で、

ヒンジを追加することによって、1つの面に関節運動を温存また

は再獲得します。このような療法は、滑膜の血行を回復させて

関節軟骨の修復を促進します。オーソフィックス創外固定器を使

用した股関節の関節開大術では良好な成績が報告されています

（Aldegheri et al; 1994）。

股関節ではプロカルス固定器に股関節用アーティキュレイティッ

ドボディを接続して（A）Tクランプ、（B）トラウマガーシュクラン

プを取り付けて骨盤へスクリューを挿入します。

膝関節と足関節部では関節開大術は関節拘縮の矯正に使用

できます。

左図（C）は、拘縮した膝関節の矯正に適用しているシェフィー

ルドリング固定器を示しています。ヒンジは膝関節の回転中心

よりわずかに前方に配置し、3～5mmの関節裂隙の開大を行

った後に、モーターを取り付けて矯正します。

足関節では、この手技にシェフィールドリング固定器を使用し

て、内反尖足変形と凹内反変形を矯正します。

A

B

C
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オーソフィックス創外固定器の臨床適用

足関節では、重度の脛骨パイロン骨折でのオーソフィックス創

外固定器の適用に関して報告されています（Bonar and

Marsh, 1993, 1994; Marsh, 2000）。この場合、単支柱型固定器

により術中に距腿関節窩から距骨を牽引して脛骨遠位を整復

します。整復が完了したら、通常は牽引を緩めます。使用す

る固定器は、ラジオルーセント アンクルクランプ付きのプロカ

ルス固定器、または左図の（D）エクスカリバー アーティキュ

レイティッド アンクル固定器です。牽引はいずれの場合もCD

ユニットによって行います。

D
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オーソフィックス創外固定器の臨床適用

上肢での関節開大術でオーソフィックス創外固定器を使用

する手技についての報告もあります。この場合の第一の目

的は、肘関節、手関節、手指節関節の関節拘縮の治療です

（Pennig, 2000）。

肘関節では、腕尺関節と腕橈関節の瘢痕組織を除去して、拘

縮した靭帯と関節包を牽引して可動します。

拘縮した手関節には、中手骨側にコンプレッション／ディスト

ラクション モジュールを取り付けた（F）ペニッヒ手関節固定

器を使用します。固定器を使用して、関節裂隙を通常の2倍

の幅に開大する目的で、通常は術中に牽引します。2、3日後

に再度、牽引を行い、遠位のボールジョイントを緩め、関節を

可動することができます。

E

F
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オーソフィックス創外固定器の臨床適用

中手指節関節と指節間関節の長期にわたる拘縮には、垂直可

動式のミニレール固定器を使用できます。左図（G）は、第5中

手指節関節の開大を示します。

G

5. 軟部組織の矯正

関節拘縮における前述の関節開大術による治療には、常に

軟部組織の矯正が含まれます。これは、靭帯と関節包が一

次的な関節の問題に続いて拘縮するためです。しかし、軟

部組織拘縮が一次性の問題となる場合もあり、ここでもオ

ーソフィックス創外固定器が有効です。このような状況で

オーソフィックス創外固定器を用いる最も代表的な症例の

一つは、重度の火傷後の手における第1、2中手骨間の軟部

組織の拘縮です。左図（H）は、水平可動式のミニレール固

定器の軟部組織拘縮の矯正への適用を示しています。

H
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単支柱型固定器

このシリーズの固定器は通常、その長軸を骨軸に平行にして、患肢の片側に取り付けます。例外は、骨盤固定器で腸骨に横向

きに取り付けて骨盤を安定させますが、同様のデザインであるため、このセクションに記載します。

ボールジョイント付き固定器

ボールジョイント付き固定器は、主に急性の外傷で使用します。ボールジョイントは、固定器を取り付けた後に最終的に整

復します。オーソフィックス創外固定器シリーズではすべてのボールジョイントのデザインが同じではありませんが、

それらの全てにはカムとブッシュが組み込まれており、それを締めるとスクリューの挿入位置が固定されます。このシリーズの固

定器は以下の通りです。

1.プロカルス固定器

2.エクスカリバー固定器

3.スモールブルーDAF

4.ペニッヒ手関節固定器

5.ラジオルーセント手関節固定器

6.肘関節固定器

7.骨盤固定器

8.ペニッヒミニ固定器

オーソフィックス創外固定器シリーズ



21

オーソフィックス創外固定器シリーズ

1. プロカルス固定器と脱着式クランプ

主な特徴：
プロカルス固定器は、基本的な単支柱型固定器です。主な特徴は

次の通りです。

・ボールジョイントによって、固定器を取り付けた後に最終的

な整復操作が可能です。クランプには、スクリューを取り付

けるための溝が5つあります。

・ヒンジ付きクランプカバーは、スクリューガイドおよびスクリ

ューを固定できるため、テンプレートは必要ありません。

・周期的微少運動は、アクチュエーターを用いた手動または

荷重のいずれによっても開始することができます。

・骨折部に漸増的荷重を適用するには、スライド式のボディ部

のボディロッキングナットを緩めます。

・標準のストレートクランプを様々なボールジョイント式クラン

プに付け替えることができ、様々なパーツも取り付けられる

ため、固定器の適用が広がります。

・スクリューはシャフト径６ｍｍのシリーズを使用します。

主な適用：
（A）ストレートクランプまたはTクランプとともに、長管骨（大腿骨、

脛骨、上腕骨）の骨幹部または骨幹端部骨折に使用します。

（B）2つのTクランプを用いて骨盤の前方固定にも使用できます。

ボールジョイントは、36°の可動域があります。ボールジョイントは、

ステンレス製のカムとアルミニウム製のブッシュで固定できます。

A

B

ボールジョイントの組み立て方法

いずれのボールジョイントも固定器への取り付け方法はほぼ

同様ですので、プロカルス固定器のボールジョイントの組み立

て方法についての詳細を記載します。

・クランプ接続側にドットマーク“○”を向けて、固定器ボディ

部へ1つのカムを挿入します。

注意：2つのカムのドットマーク“○”は必ず同一面に配置して

ください。
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・指でブッシュを回転させて、ブッシュの溝部がカムに設置さ

れたことを確認します。

オーソフィックス創外固定器シリーズ

・ブッシュの溝部をカムに面して挿入します。
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オーソフィックス創外固定器シリーズ

・カムを回転させ、カムのドットマーク“○”が固定器のクランプが

接続される側に向けます。親指でカムの位置に保持します。

・ボールジョイント式クランプとボディ部の四角形の形状

に注意しながら一列に並べます。カムのドットマーク“○”は、

クランプの方に向いていなければなりません。クランプ

をボディ部に挿入します。
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・2つ目のボールジョイント式クランプにも同じ手順を繰り返し

ますが、最初に、このカムのドットマーク“○”が最初のカム

と同じ側の面に配置されていることを確認します。

オーソフィックス創外固定器シリーズ

・軽い力で押しながら、クランプのカラーを90°回転させ、カ

ムのドットマーク“○”とクランプのカラー上の“▽”の矢印を

合わせると、「カチッ」と音がします。
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オーソフィックス創外固定器シリーズ

・この段階ではボールジョイントは両方とも緩めた状態です。

カムを時計回りの方向に回転させるとボールジョイントを固

定できます。

ボールジョイントはアレンレンチで仮締めします。必ずアレ

ンレンチの六角が完全にカムの六角溝に挿入されているこ

とを確認します。使用中は、レバーアームを最大限にするた

めに、常にアレンレンチの端を持って使用します。

・カムを最終的に締めるときは、適切なトルクレンチを用いて

必ず時計回りの方向に回します。「カチッ」という音がすれ

ば、適正値のトルクが加えられたことになります。その他の

スクリューを締める際に、このトルクレンチを使用してはい

けません。トルクレンチを使用して、カムまたはいずれかの

スクリューを緩めようと反時計回りの方向に回すと、ギアに

損傷を与える可能性があります。

・トルクレンチはスモールブルーDAF（31000シリーズ）では

15Nm±0.5、プロカルス（90000シリーズ）では27Nm±1に設

定してあります。この値は少なくとも2年毎の点検が必要です。

また、故障した際には弊社営業担当までご連絡ください。

注意：トルクレンチを使用するときは、レンチの六角が完全に

カムの六角溝に挿入されていることを確認してください。

カムとブシュは、使用することによって摩耗します。1回使用

するごとに、カムとブシュは交換することを推奨します。トル

クレンチで締めた際にクランプのカラー部分の“▽”の矢印

からカム上のドットマーク“○”が170°以上回転するようであ

れば、交換してください。
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オーソフィックス創外固定器シリーズ

プロカルス固定器用の脱着式クランプ

ボールジョイントクランプ

以下の脱着式のボールジョイントクランプは、ストレートクラン

プまたはTクランプと付け替えて、プロカルス固定器に接続し

て使用できます。適用はそれぞれ以下の通りです。

・メタフィジアルクランプ

メタフィジアルクランプでは、2平面構造で骨幹部と骨幹端部

のいずれにもスクリューを挿入することができます。次の2

つの部品から構成されています。

・骨幹端部にスクリューを水平に挿入するための4つのスク

リューの溝がある部品。

・骨幹端部－骨幹部にスクリューを垂直に挿入するための

2つのスクリューの溝がある部品。この部分は回転させ、

適切な方向に挿入できるため、骨質の良い骨の中心に、

スクリューを挿入することができます。

クランプのスクリューの溝は、骨幹部と骨幹端軸の相対的な

位置を考慮した構造となっています。専用のテンプレートを

使用してスクリューを挿入してから交換します。

適用：大腿骨遠位と脛骨の近位および遠位の関節近傍の骨折

において、2本以上の水平スクリューと少なくとも1本の

垂直スクリューを挿入できる十分なスペースがある場

合に使用します。

・トーベイガーシュクランプ ・トラウマガーシュクランプ

これらのクランプでは、骨幹端部に水平に収束的にスクリ

ューを挿入できます。いずれも、外側に角度可変式の2つの

スクリューの溝、中央部に固定式の1つのスクリューの溝が

ある幅の長いTクランプです。トラウマガーシュクランプは、

より荷重が大きいときに使用します。各クランプは専用のテ

ンプレートで取り付けます。トーベイガーシュクランプ用の

テンプレートはＸ線透過性です。

適用：大腿骨遠位と脛骨の近位および遠位の関節近傍の骨折

において、スクリュー挿入のためのスペースが限られ

ている場合に使用します。

大腿骨遠位と脛骨の近位および遠位の変形を矯正する

ためにセルフ-アライニング アーティキュレイティッドボ

ディを接続して、片側仮骨延長法の際にも使用します。

トラウマガーシュクランプは、股関節固定術の際にも使

用します。
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オーソフィックス創外固定器シリーズ

・ラジオルーセント アンクルクランプ

このクランプでは、スクリューを距骨と踵骨に挿入します。

これらのスクリューは、Ｘ線透過性のアンクルピンガイドを使

用して挿入できます。Ｘ線透過性のため、骨折部の確認が

容易に行えます。必要な場合には背屈・底曲運動を行うこ

とができます。

適用：脛骨遠位とパイロン骨折の際に使用します。
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オーソフィックス創外固定器シリーズ

・アングルクランプ

このクランプは、クランプの長軸に対して125°の角度が付い

たスクリュー溝があります。固定器のボディ部は大腿骨軸と

平行に取り付け、スクリューを大腿骨頸部に沿って挿入する

ことができます。

適用：大腿骨の転子部、転子下、または広範にわたる骨幹部

の骨折の際に使用します。

・ハイブリッドカップリング

プロカルス固定器をリングに連結させて、ハイブリッド固定

器として使用します。（「The Ring Fixator Part A：ハイブリ

ッド固定器」の手技書を参照ください）
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オーソフィックス創外固定器シリーズ

・ダブルカップリングクランプ

このクランプは、2つのプロカルスボディ部を連結します。

左図のように、主として股関節の中心性脱臼の治療に使用

します。

パーツ

・CDユニット

骨折部の圧迫または牽引が必要な場合、CDユニットを取り

付けることができます。このユニットは、シリンダー内にスレッ

ドバーを有する構造になっています。回す方向によってユニ

ットは延長または短縮されます。360°回転させる1mm延長

（または短縮）が行えます。ユニットの足部をプロカルス固定器

のカムの中に挿入し、ボディロッキングナットを緩めた状態で、

アレンレンチでCDユニットのスクリューを回転させると、固定

器のボディ部が伸縮し、骨折部の牽引（または圧迫）を自在に

できます。このユニットには３サイズあり伸展可能距離はそれ

ぞれショート：2.75cm、スタンダード：4cm、ロング：8cmです。

適用：偽関節部の圧迫または骨折部の牽引に使用します。

セルフ-アライニング アーティキュレイティッドボ

ディと使用して、漸次的に変形を矯正する際に使用

します。LRS延長器では、仮骨延長とボーントラン

スポートの際に使用します。また肘関節固定器にお

いて屈曲・伸展が必要な場合も使用します。
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オーソフィックス創外固定器シリーズ

・プロカルス アクチュエーター

黒いレバーアーム付きのCDユニットのような形状をしてい

ます。CDユニットと同様に、固定器ボディ部のカムの中に挿

入するための足部が付いています。プロカルス固定器に取

り付け、微少運動ロッキングナットを緩めた状態で、レバー

アームを手動で180°前後方向に動かすと、2mmの周期的微

少運動を生じさせることができます。

適用：固定器を取り付けた直後、および患者が部分荷重をか

けることが可能になる前に、骨折部に受動的な周期的

微少運動を生じさせるために使用します。

・サプリメンタリー スクリューホルダー　　　

バーにスクリュークランプが取り付けられており、そのバー

は近位または遠位のスクリューシャフト部の末端、または固

定器のボディ部に取り付けることができます。

適用：長管骨の骨幹部骨折で不安定な第3の骨片に追加して

スクリュー固定する際、または骨折部の片側に最適な

安定性を得るために使用します。理想的な安定性を得

るためには、スクリューは骨折部のなるべく近くに挿入

し、隣接するクランプからのスクリューと骨折部まで間

隔とおおよそ同じ間隔にします。骨折部からスクリュ

ーまでの間隔は最短で2cmを推奨します。
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オーソフィックス創外固定器シリーズ

・股関節用 アーティキュレイティッドボディ

このパーツにはヒンジがあり、プロカルス固定器のボディ部

のフィメールコンポーネントと交換して接続します。Tクラン

プやトラウマガーシュクランプなどに接続します。

適用：股関節関節開大術に使用します。

・セルフ-アライニング アーティキュレイティッドボディ

このパーツもヒンジがあり、プロカルス固定器のボディ部の

フィメールコンポーネントと交換して接続します。このヒン

ジによって固定器のボディ部が延長するにつれて、溝に沿

ってクランプがスライドするため、固定器のボディ部に対す

るクランプの位置を変えることができます。これは、変形を

矯正する際に骨軸の平行移動を回避します。Tクランプま

たはトーベイガーシュクランプなどのボールジョイント付ク

ランプに接続します。

適用：片側仮骨延長法を用いて、遠位大腿骨、近位脛骨およ

び遠位脛骨の変形矯正の際に使用します。
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2. エクスカリバー固定器

主な特徴

・固定器はディスポーザブルです。

・Ｘ線透過性です。

・プロカルス固定器のショートおよびスタンダードに相当する

全長調整が可能です。

・44°の可動域を持つ2つのボールジョイントは、2方向から締

めることができ、トルクレンチは不要です。

・ダイナミックCDユニットを使用できます。

・スクリューはシャフト径６ｍｍのシリーズを使用します。

・以下の3つのモデルがあります。

‐骨幹端部／骨幹部モデル（A）、（B）

‐足関節モデル（C）

‐ハイブリッドモデル（D）

適用：大腿骨と脛骨の骨幹部、関節近傍の骨折に使用します。

（「エクスカリバー固定器」の手技書を参照ください）

A B

C

D
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4. ペニッヒ手関節固定器

主な特徴

・軽量でロープロファイルの固定器です。

・2つのボールジョイントにより固定器を取り付けた後の最終

的な整復が可能です。

・ボールジョイントはアレンレンチで固定します。

・関節をまたいで使用することが必要な場合、遠位のボール

ジョイントを緩めると手関節を可動できます。

・尺骨アウトリガーアタッチメントは遠位橈尺関節を安定させ、

回内と回外を防ぎます。

・スクリューは専用のシャフト径4ｍｍのネジ径：3.3-3.0mm、

3.0-2.5mmのシリーズを使用します。

（A）ブリッジタイプ：関節内／外骨折での使用例

（B）ノンブリッジタイプ：関節外骨折でのラジオルーセントT

クランプ使用例

（C）ノンブリッジタイプ：関節外骨折または矯正骨切り用のT

クランプ使用例

適用：外傷では、橈骨遠位端骨折に使用します。橈骨遠位の

変形の矯正と手関節拘縮の治療にも使用できます。

（「ペニッヒ手関節固定器」の手技書を参照ください）

3. スモールブルーDAF

主な特徴

・従来のDAFデザインに基づいた小型モデルです。

・体重40kg未満の小児用、大人の上肢に適用します。

・テンプレートを使用して取り付けます。

・2つのボディロッキングナット付きの2つの伸縮可能なボディ

部によって、必要に応じて伸縮できます。

・ボールジョイントによって、固定器を取り付けた後に最終的

な整復操作が可能です。クランプには、スクリューを取り付

けるための溝が3つあります。

・ボールジョイントはトルクレンチで固定します。

・専用のパーツには、セルフ-アライニング アーティキュレイテ

ィッドボディとサプリメンタルスクリューホルダーがあります。

・スクリューはシャフト径6ｍｍのシリーズを使用します。

適用：外傷では、大人の上腕骨、橈骨、尺骨の骨折、小児の

大腿骨と脛骨の骨折に使用します。下肢に使用する場

合は、患者の体重が40kg未満までが適用です。小児で

は大腿骨遠位と脛骨の近位および遠位の変形の矯正に

も使用できます。

A

B

C
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6. 肘関節固定器

主な特徴

・ストレートクランプに取り付けられた2つのスライディングリン

クから構成されます。

・リンクの間の連結ユニットは、長さの調節と固定に使用します。

・リンクに取り付けた小型ディストラクターは、肘関節の術中の

牽引に使用します。

・肘用エクステンディッドレンジクランプによって、尺骨のスク

リューを自在に設置することができます。

・スクリューはシャフト径6ｍｍのシリーズを使用します。通常は

尺骨にはネジ径：4.5-3.5mmを、上腕骨にはネジ径：6-5mmを

使用します。

適用：外傷では、肘関節の不安定脱臼または脱臼骨折に使用

します。拘縮した肘関節の治療に使用します。

（「肘関節固定器」の手技書を参照ください）

5. ラジオルーセント手関節固定器

主な特徴

・非常に軽量の固定器です。

・滅菌済みディスポーザブルキットです。

・ボディ部とクランプはＸ線透過性です。

・ボールジョイントはアレンレンチで固定します。

・ブリッジタイプです。

適用：橈骨遠位端骨折に使用します。変形の矯正には使用で

きません。

（「ラジオルーセント手関節固定器」の手技書を参照ください）
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8. ペニッヒ ミニ固定器

主な特徴

・ロング、スタンダード、ショートの3種類の長さがあります。

・中央部はダブルボールジョイントです。

・骨片の大きさによってワイヤーを平行または収束性のいずれ

にも刺入できます。

・多くの場合に関節をまたぐことを回避できます。

・3つのサイズの延長バーが使用できます。

・骨延長または偽関節部への圧迫が可能です。

・ストレートまたはLクランプを用いて、経皮的に刺入するシャ

フト径2ｍｍのネジ付ワイヤー（ネジ径：2.0mm，1.6mm）を

使用します。

適用：外傷では、中手（足）骨、手指（足趾）の関節近傍の骨折

の治療に使用します。偽関節の治療、変形の矯正、骨

延長とボーントランスポート、軟部組織の拘縮の治療を

含む、手足の再建手術に使用できます。

（「ペニッヒミニ固定器」の手技書を参照ください）

オーソフィックス創外固定器シリーズ

7. 骨盤固定器

主な特徴

・長さの調節用の固定可能なコネクティングユニットが付いた、

2～3つのスライディングリンクから構成されます。

・リンクの端にはTクランプ、ストレートクランプ、ボールジョ

イントモジュールが取り付けられます。

・骨盤に対して前方、または腸骨稜に取り付けることができます。

・固定器を取り付け後に最終的な整復が可能です。

・スクリューはシャフト径６ｍｍのシリーズのセルフドリリング

タイプを使用します。

適用：前方の固定が必要とされる、すべての不安定な骨盤骨

折に使用します。

（「骨盤固定器」の手技書を参照ください）
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オーソフィックス創外固定器シリーズ

ボールジョイントを有さない固定器

この固定器は、主に変形矯正、また外傷でも使用します。このセクションで紹介する固定器は以下の通りです。

1. LRS延長器

2. ミニレール延長器

3. 転子間固定器

LRS延長器

主な特徴

・スクリューは、一時的にレールにテンプレートを取り付けて

挿入します。

・大人用と小児用の延長器があります。

・スクリューはシャフト径6ｍｍのシリーズを使用します。

（A）2～4個のクランプを接続できるレールシステムです

（B）一期的矯正用テンプレートでは、本物のクランプを取り付

ける前に、角状変形または回旋変形の正確な一期的矯正

が可能です。

（C）マルチプレイナークランプ、（D）マイクロメトリックスイベリング

クランプを取り付けて、特殊な変形の矯正にも使用できます。

適用：主に骨延長、ボーントランスポート、下肢の長管骨の変

形矯正と偽関節の治療に使用します。安定性が高いた

め、複雑な外傷の治療にも使用できます。

（「LRS延長器Part：A,B」の手技書を参照ください）

A

B

C

D



37

オーソフィックス創外固定器シリーズ

ミニレール延長器

主な特徴

・3種類の長さのストレートレールモデルがあります。

・垂直または水平のヒンジ付きモデルがあります。

・シャフト径3ｍｍのシリーズのセルフドリリングタイプのスクリ

ューとシャフト径2ｍｍのネジ付ワイヤーの両方を使用できます。

適用：急性の外傷、もしくは手や特に足の骨延長または関節

開大術に使用します。

（「ミニレール延長器Part：A,B」の手技書を参照ください）

転子間固定器

主な特徴：

・ロープロファイル、軽量で、低侵襲性の固定器です。

・調節可能なヒンジ付き／回旋コンポーネントで、大腿骨近位

骨幹部に遠位のスクリューを挿入できます。

・必要に応じて局所麻酔下で装着できます。

・早期可動が可能です。

・スクリューはシャフト径6ｍｍのシリーズのセルフドリリングタイ

プを使用して、収束的に大腿骨頸部に沿って挿入します。

適用：ハイリスクな症例における大腿骨転子間骨折の迅速な

固定に使用します。
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オーソフィックス創外固定器シリーズ

リング型固定器

長さ2cm未満の短い骨片、または骨質が脆弱な部位でも強固な固定が可能です。リング（径のサイズは5種類）は、2／3－1／3リング

はボルトで固定してつなぐことができます。2／3リングまたはフルリングは、テンションを加えた2mm径のKワイヤーを1つのリングに対

して最高4本まで刺入することができます。このシリーズに含まれる固定器は以下の通りです。

1. ハイブリッド固定器

2. シェフィールドリング固定器



39

オーソフィックス創外固定器シリーズ

2. シェフィールドリング固定器

主な特徴

・1つの骨片に対して1つのリングを使用する複数のリングシス

テムです。

・各リングは、3～4本のワイヤーまたはシェフィールドクランプ

からのスクリューで固定します。

・通常は海綿骨にはワイヤーを、骨皮質にはスクリューを使用

します。

・リングは、スレッドバーまたはボールジョイント式のリダクシ

ョンユニットによって連結されます。

・多くの場合、固定器を事前に組み立てておくことができます。

・いかなるタイプの変形もヒンジ、トランスローテーションヒン

ジ、エクステンションプレートを組み合わせることによって矯

正できます。

適用：下肢の複雑な外傷と四肢再建手術に使用します。

（「The Ring Fixation System Part B,C：シェフィールドリング

固定器」の手技書を参照ください）

1.ハイブリッド固定器

主な特徴

・リングは、プロカルス固定器またはエクスカリバー固定器の

いずれかに取り付けます。

・骨幹部スクリューは固定器のストレートクランプから挿入し

ます。

・骨幹部スクリューは固定器のボディ部と骨軸を平行に保ち

ます。

・着脱可能なサポートバーにより、固定器の安定性が強化で

きます。

・変形矯正を行うために2リングシステムに変更することがで

きます。

適用：大腿骨遠位と脛骨近位および遠位の関節近傍の骨折に

使用します。

（「The Ring Fixation System Part A：ハイブリッド固定器」の

手技書を参照ください）
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オーソフィックス スクリュー

創外固定器に関連する従来からの問題は、主としてスクリューと骨の接触面に関するものです。スクリュー挿入部の感染とルー

ズニングはしばしば報告されており、術後の合併症として問題となります。このような問題を減少させるために、スクリューの

デザインが重大な役割を果たしており、また部位によって最適なスクリューサイズの選択と正しいスクリュー挿入の手技を行うこ

とも同様に重要です。スクリューのネジ長が不適切な場合や、スクリューが互いに平行かつ、骨軸に対して正しい角度で挿入さ

れていない場合には、スクリューと骨の接触面に不均等な応力が生じる可能性があり、結果として骨溶解を起こすことがありま

す。スクリュー挿入の手技についての詳細はP.45を参照ください。

スタンダード オーソフィックス スクリュー
オーソフィックス スクリューは、骨への損傷を最小限に留めて、

優れた固定性が得られるようにデザインされています。スタンダ

ードタイプのスクリューはテーパー形状のセルフタップのハーフ

ピンで、骨を片側から固定します。このスクリューは骨皮質ま

たは海綿骨のいずれにも使用でき、プレドリリングした後に挿

入するようにデザインされています。骨盤や転子間にはセルフ

ドリリングタイプを使用します。一般原則として、骨皮質に挿入

するスクリューには、常にプレドリリングの必要があります。

多様なネジ径、シャフト長のスクリューがあります。それぞれの

スクリューは、全長／ネジ長をミリメートルで記載しています。し

たがって、110／40スクリューとは、全長110mmでネジ長40mm

のスクリューであることを意味します。

スクリューネジ部のテーパーのデザインは、挿入の際にそれぞれの

ネジ山が常に新しい骨に接していくため、特に手前側の骨皮質に

おいて優れた固定力が得られます。単支柱型創外固定器では手

前側の骨皮質に約70％、対側の骨皮質に約30％のバランスで荷

重がかかるため手前側の骨皮質での固定力は特に重要です。さ

らに、このデザインは、手前側の骨皮質に、放射状の荷重を予め

与え、スクリューの外来処置での抜去を容易にします。径は2つの

数値で定義され、－（ハイフン）で区切られています。したがっ

て、6-5mm径のスクリューは、スムースなシャフト部分に隣接する

最も太い6mm径から、先端の5mm径まで次第に細くなります。ネ

ジ径を正しく選択し、骨の直径に対しネジ長を正しく選択すること

で、正常な荷重の下では手前側の骨皮質部分で生じるスクリュ

ーの「たわみ」が最小限になります。荷重によるスクリューの「たわ

み」は、骨と固定器との距離と、それぞれのクランプで使用するス

クリューの数にも左右されます。骨から4cm以上離れたところに固

定器を配置する場合、スクリューの「たわみ」を最小限にするため

に、1つのクランプに3本のスクリューを使用することを推奨します。

このことは通常は下肢に使用する場合であり、上肢の場合は1つ

のクランプに2本のスクリューを使用することが適切です。

プレドリリングが必要なスタンダードタイプの
コーティカルスクリュー

セルフドリリングタイプのコーティカルスクリュー

150／40mm：6.0-5.0mm径のコーティカルスクリュー

全長　150mm

ネジ長　40mm

先端のネジ径
5.0mm

シャフト径
6.0mm
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スクリューのサイズを選択するときは、以下の点に留意してください。

・ネジ径は、骨の直径の30％未満でなければなりません。したがって、6-5mm径のスクリューは、骨の直径が20mm以上の際に

使用します。しかし、荷重がかかる場合は、ネジ径が小さすぎるスクリューを使用しないよう注意してください。

・選択するネジ長は骨の直径によって決まります。骨の直径より2～11mm長いものを選択してください。このことにより、手前側

の骨皮質にはネジ部の残りが9mm以下になり、対側の骨皮質から1～2mm突出します。したがって、手前側の骨皮質からネジ

部が10mm以上残らないようにしてください。それぞれの症例でネジ長を正しく選択すれば、両側骨皮質でスクリューと骨と

の固定力が最適になります。

・シャフトのスムースな部分の長さ（全長－ネジ長）は、軟部組織の厚さと、複数のクランプをスクリューに取り付ける必要性が

あるかによって決まります。さらに、固定器を皮膚の表面から少なくとも1cm離れた位置に取り付けるよう注意しなければなり

ません。一例として、プロカルスを脛骨または大腿骨に使用する場合、通常はシャフトのスムースな部分が5～7cm皮膚から出

ていれば、これらの必要条件を満たしています。

・ボーンスクリュー ルーラーを使用して、正しいネジ長を選択してください。

スクリューのデザインと、固定器の強度によって、固定器全体の優れた安定性が得られます。スクリューの「たわみ」は非常に限

られているため、スクリューと骨の接触面での応力が骨の圧迫強度[平均15kg／mm2＝（33lb／mm2）]の限度を超えることを防ぎ

ます。したがって、骨溶解／炎症が生じる可能性は、最小限に抑えられます。また、ダイナミゼーションの手技によって、スクリ

ュー挿入部位での骨形成が刺激されて、さらに骨溶解を防ぎ、軸方向の荷重も骨によって支えられるようになります。

スクリューのルーズニングの主な原因は熱による壊死であり、温度が50～55℃を超えると、骨の生物学的および機械的特性は不

可逆的に変化することが報告されています（Matthews et al; 1984; Bonfield and Li, 1968; Rouiller and Majno, 1953）。新鮮な凍

結ヒツジ脛骨と発泡固体ロッドの両方で実施した研究では、プレドリリングの後に挿入したオーソフィックス コーティカルスクリュ

ーは、一般的に使用されている他の4つのスクリューと比較すると、挿入温度が最も低いことが示されました（Wilkenheiser et

al; 1995）。両方のモデルにおいてオーソフィックス スクリューのネジ部で生じる温度は、45℃よりも低かったのに対し、その他

すべてのスクリューのネジ部で生じる温度は60℃以上という結果が得られました。

オーソフィックス スクリュー
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オーソフィックス スクリュー

オーソフィックス エクスカリバーボーンスクリュー

徹底的な研究によって、さらに優れたスクリューが新たに開発

されました。主な開発コンセプトは、海綿骨での固定性をさ

らに向上させることと、サイズバリエーションを削減する方法

を検討することでした。このスクリューの主な特徴は以下の通

りです。

・すべて骨に対して、同一のネジ部デザイン

エクスカリバーボーンスクリューはネジ山をより細かいピッチ

のデザインにしています。同一のネジ長における接触面積は、

従来品と比較してコーティカルスクリューでは17%増加し、キ

ャンセラススクリューでは40%増加しているため、海綿骨に

おいても高い固定力が得られます。また、ネジ山はより鋭い

デザインとなっています。数多くの研究で海綿骨においては

ネジ山が鋭く、ピッチが細かい方がより高い固定力が得られ

ることが実証されています。

・機械的強度のUP

ネジ部はオーソフィックスの特徴であるテーパー形状ですが、

テーパーの角度は従来よりも緩やかなデザインにしていま

す。エクスカリバーボーンスクリューのネジ径は6.0mmから

スクリュー先端の5.6mmまで次第に細くなっています。この

ことにより、他のシリーズのスクリューと比較して機械的強

度が20％増加しています。

・セルフドリリング

エクスカリバーボーンスクリューには、短く切った縦溝があ

り、その特徴的な先端のデザインにはいくつかの利点があり

ます。術者は対側の骨皮質を容易に「感じる」ことができる

ので、より正確なスクリューの挿入が可能になります。通常

は3.2mm径ドリルでのプレドリリングを推奨します。骨粗鬆

例など、骨質が脆弱な場合は、セルフドリリングで挿入する

ことも可能です。また、スクリュー先端からネジ部までの距

離が短いため、対側貫通時のスクリュー先端の突出を最小

限に抑制するデザインとなっています。

・2種類のみのスクリュー全長

全長が150mmと260mmのエクスカリバーボーンスクリュー

はそれぞれネジ長は10mm刻みで30mm～90mmまで7種類

あります。①挿入後に固定器に装着してから、②挿入前の

いずれかで専用のスクリューカッターを用いて、シャフト部

を適切な長さにカットすることができます。スクリユー全長

とネジ長の相関関係を気にすることなく、至適スクリューを

選択することが可能です。このためスクリューのサイズバリ

エーションは14種類です。



43

補助的な器具

2. スクリューカッター

シャフト径6.0mmのスクリューを①挿入後に固定器に装着して

から、②挿入前のいずれかでシャフト部を適切な長さにカット

することができます。

3．スクリューコネクター

スクリューシャフト部が全長にわたって円柱形状のエクスカリ

バーボーンスクリュー専用のコネクターです。また、従来のス

クリューをスクリューカッターでカットした後でも、このコネク

ターを使用することで把持できます。

4．ボーンスクリュールーラー

術中にネジ長、スクリュー長の選択が容易に行うことができます。

1. マニュピュレーションフォーセプス

マニュピュレーションフォーセプスは固定器のクランプに取り

付けて使用することができ、術者の手をX線の照射範囲から

離した状態で最終的な整復操作を行うことが可能です。（A）

プロカルス固定器、（B）エクスカリバー固定器、（C）ペニッヒミ

ニ固定器のタイプがあります。

A

B

C
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術前プランニング

術前プランニングは手術の難易度によって左右されます。長管骨の骨幹部骨折のような比較的単純な症例から、短縮を伴う大腿

骨の内反変形と前方凸変形を矯正するためにシェフィールドリング固定器を適用する症例のように、非常に複雑な術前プランニ

ングが必要とされる場合もあります。このセクションでは、特殊な症例については記載していません。それらについては、それ

ぞれの手術手技書を参照ください。しかし、いずれのオーソフィックス創外固定器を用いた手技上で必要不可欠な、多くの一般

原則がありますので、ここではそれらについて解説します。

・手技に必要なすべての固定器、スクリューが揃っていることの確認

オーソフィックスの「Applications by Anatomical Site」を参照ください。このリファレンス書の最初の章では、オーソフィック

スシリーズの創外固定器の適用について考えられるあらゆる具体例を示しています。適用法はここで容易に確認でき、次の

章では実際に必要な固定器や使用するスクリューの標準的なサイズを確認できます。

・重要な各コンポーネントの点検

カムとブシュが摩耗していないこと（P.25を参照ください）、ボールジョイントが引っかかりなく可動するか、CDユニットが有効

に機能し、時計回りまたは反時計回りに回すと固定器のボディ部が伸縮するかなどを点検します。

・必要なすべての手術器具が揃っていることの確認

詳細は選択した固定器の手技書を参照ください。

・手技の前に、該当する手技書もしくはCD-ROMの内容を慎重に確認します。

最初の数回の手技時や、特に前回の手術から時間を経ている場合は、手順を入念に確認してください。

・滅菌前に可能な限り固定器を組み立てます。

単支柱型固定器を使用する場合は通常は可能であり、リング型固定器でも事前に組み立てられる状況にある場合には組み立

てておくことができます。ボールジョイント、ロッキングナット、ロッキングスクリューを緩めたままにしておけば、固定器を組み

立てた状態で滅菌することができます。

・長管骨骨折への適用

スクリューを挿入する前に、骨折をほぼ整復し、回旋変形があればできるだけ正確に整復しなければなりません。固定器の取

り付けが終了し、骨折を最終的に整復できれば、固定器のボディ部を十分に開いて（10mmを推奨します）その後のダイナミゼ

ーションを可能にしておかなくてはなりません。そのためには、固定器のボディ部を約20mm開いた状態でスクリューを挿入す

ることが重要です。これは、固定器側に角状変形の凸側がある場合、最終的な整復時に固定器のボディ部を少し閉じる可能

性があるためです。手技の終了時には、固定器のボディ部を骨軸と平行にして、ダイナミゼーションの効率を最大限にします。

・Working Length

骨折部または骨切り部と、最も近いスクリューまたはワイヤーの刺入点との間隔を意味します。一般原則として、骨折部また

は骨切り部から近位・遠位のいずれの側にも同様の間隔を保って、最適の安定性を得るのが理想的です。そのために、補助

用スクリューまたはワイヤーを使用できます。
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・適切な長さのスクリューガイドを選択します。通常、短いス

クリューガイド（32mm長、45mm長）は前腕、中手骨、上腕

骨の遠位スクリューのために使用します。中型のスクリュー

ガイド（60mm長）は脛骨、上腕骨の近位スクリューに、長い

スクリューガイド（80mm長、100mm長、160mm長）は大腿骨

に使用します。

選択したスクリューガイドを、骨の中央に設置するように、ト

ロッカーを使用して皮切部に挿入します。スクリューガイド

が骨軸に対して垂直になるよう確認することが重要です。

・スクリューガイドを軽く圧迫して骨皮質と接触させ、トロッカ

ーを取り除き、ハンマーでスクリューガイドを軽くたたいて

先端を骨皮質にかみ合わせます。

基本的な手術手技

スクリュー挿入の手技

ここでは、脛骨にプロカルス固定器を取り付ける使用例につ

いて記載しますが、すべての長管骨の骨幹部での手順は全く

同じです。固定器を取り付ける前には必ず、骨折をほぼ整復

しておかなければなりません。その際には透視の使用を推奨

します。

・スクリューは、まず最も短い骨片、またはスクリューの挿入

が最も困難な骨片に挿入します。

スクリュー周辺の皮膚が緊張しないよう、各スクリューの位

置で長めに皮切を加えることが必要です。左図は、最初の

スクリュー挿入のための皮切を示しています。

・皮下にある筋膜もスクリュー周辺で緊張しないように広範

に切開する必要があります。その緊張が患者に痛みを与え

る原因となり、筋肉機能を制限するためです。
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基本的な手術手技

ドリルストッパー付きのドリルビットを、ドリルガイドに挿入します。
ドリルビット先端が磨耗していないか確認してください。
使用するスクリュー径に適合するドリルビット径を選択してください。

・ドリルビット4.8mm径
全長：180mm、240mm、280mm
適合スクリュー：ネジ山径6.0-5.0mmのコーティカルスクリュ

ーを骨皮質に挿入する場合

・ドリルビット3.2mm径
全長：140mm、200mm
適合スクリュー：ネジ山径6.0-5.6mmのエクスカリバーボーン

スクリュー
ネジ山径6.0-5.0mmのコーティカルスクリュー
を海綿骨に挿入する場合
ネジ山径4.5-3.5mmのコーティカルスクリュー

・ドリルビット2.9mm径
全長：140mm
適合スクリュー：ネジ山径3.5-3.2mmのコーティカルスクリュー

・ドリルビット2.7mm径
全長：127mm
適合スクリュー：ネジ山径3.3-3.0mmのペニッヒスクリュー

・ドリルビット2.0mm径
全長：127mm
適合スクリュー：ネジ山径3.0-2.5mmのペニッヒスクリュー

スクリューを通す軟部組織の長さと選択したスクリューガイドに
適合するドリルビットを選択してください。

・使用するドリルビットの径とスクリューガイドの長さに適合す

るドリルガイドを選択して、スクリューガイドに挿入します。

以下のドリルガイドを使用できます。

・ドリルガイド：ドリルビット 4.8mm径用

全長：40mm、60mm、80mm、140mm

・ドリルガイド：ドリルビット 3.2mm径用

全長：20mm、40mm、80mm

・ドリルガイド：ドリルビット2.9mm径用

全長：20mm

・ドリルガイド：ドリルビット2.7mm径用

全長：20mm

・ドリルガイド：ドリルビット 2.0mm径用

全長：20mm
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基本的な手術手技

・ドリルビットが完全に対側の骨皮質を穿通していることを確

認します。

・ドリルビットにはストッパーを必ず付けて、軟部組織への損

傷を予防します。対側の骨皮質をドリリングする前に、その

ストッパーをドリルガイドから5mmの位置で固定します。

・スクリューガイドのハンドルを押さえながらドリルビットとド

リルガイドを抜きます。

・ドリルビットが骨軸に対して垂直であることを確認してから

手前側の骨皮質をドリリングします。まず、手前側の骨皮質

を貫いて対側の骨皮質までドリリングします。500～600r.p.m.

未満の回転速度で、電動ドリルを使用します。骨が過熱する

と局所の壊死と骨溶解を招く可能性があることから、過熱を

避けるため、過大な回転速度を使用してはいけません。骨

に対する熱損傷を回避するためにはスクリューのデザインに

加えて、ドリリングに要する時間と回転速度は考慮するべき

重要な要因です。発生する温度は、ドリリングの際に加える

力に反比例し、ドリルと骨との接触時間に正比例します。ドリ

ルには確実に力を加え、ドリルが骨に接触する時間はできる

だけ短くします。
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基本的な手術手技

・選択したスクリューをスクリューガイドに挿入し、Tレン

チでスクリューを回します。最初は最小限の力しか必要

としません。最初の骨皮質とかみ合えば、スクリューを

わずかな力で進めることができます。ある段階で過度な

抵抗を感じる場合、スクリューが予めドリリングした経

路を正確にたどっていないか、骨が異常に硬い、あるい

は異常に厚い可能性があります。そのような場合はTレン

チを用いてスクリューを一旦抜去して、生理食塩水で洗

浄してから、正しい経路に沿って再挿入します。また、再

度ドリリングを行うことも推奨します。スクリューが対

側の骨皮質を達した際には、抵抗が増加するのを感じま

す。スクリューを海綿骨または脆弱な骨質の骨に挿入す

る場合にはこの抵抗の変化は感じられないので、そのよ

うな場合には透視を用いて対側の骨皮質を穿通したこと

を確認します。

・通常はさらに5～6回の半回転操作を加え、スクリューが約

2mmほど対側の骨皮質から突出していることを確認します。

対側の骨皮質に到達したかは透視下にて確認します。

スクリューのネジ部はテーパー形状をしています。挿入長

を調整するなどの目的でスクリューを反時計回りの方向に

回転させるとルーズニングを引き起こしてしまいます。反時

計回りの方向へスクリューを回転させないでください。

・スクリューガイドをそのままにし、プロカルス固定器のクラン

プの溝に取り付けます。テンプレートは必要ありません。ク

ランプは、ヒンジによって、スクリューガイド、スクリューの

いずれも締めることができます。

注意：スクリューガイドを固定するには、クランプを完全に開き、

ヒンジを最も離れた位置へ移動させます。

クランプの溝を基準として、第2のスクリューのための皮切を行いま

す。1つのクランプにつき少なくとも2つのスクリューを使用し、最大

の安定性を得るためにクランプの最も外側の溝を使用します。

スクリューの挿入手順を繰り返します。ここでは両方のスクリューガ

イドがクランプにしっかりと固定されていることに注意し、スクリュー

が互いに正確に平行であることを確認します。上肢では、1つのク

ランプに必要なスクリューは2本のみです。しかし、下肢、骨質が

脆弱な場合、肥満患者、不安定骨折に適用する場合、または固

定器を取り付ける位置が骨から4cm以上離れている場合には、

1つのクランプにつき3本のスクリューを使用することを推奨します。

・第2の骨片にスクリューを設置する前に、プロカルス固定器のボデ

ィ部を正しい長さに調節しなければなりません。ボディ部が全閉

でも全開でもないことを確認します。そうすることで、最終的な整

復、ダイナミゼーション、偽関節などの適応である場合に直接的な

圧迫が可能になります。

残りのスクリューを挿入する前に、整復を行い、もう1度スクリュー

ガイドが図のようにクランプに固定されていることを確認します。
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・十分な整復位が得られれば、術者がその状態を保持し、助

手がアレンレンチでカムを締めます。

・トルクレンチで最終的にカムを固定します。

・ここで再びアレンレンチを使用して、ボディロッキングナット

を締めます。

・スクリューの周囲の皮膚が緊張状態であれば、皮切を延長

して開放します。

・すべてのスクリューを挿入したら、スクリューガイドを取り除

き、クランプを締めます。この段階で、ボディロッキングナット

とカムは、全て緩められており、微少運動ロッキングナットは

締めます。

両方のカム、ボディロッキングナットをいつでも調整できるよう

にしておきます。

・術後の腫張とスクリューの挿入部位を消毒することを考慮に

入れて、固定器を皮膚から少なくとも2cm離して取り付けます。

ダイナミゼーションによって生ずる力が骨片の全周囲に等し

く分散するように固定器のボディ部を骨軸と平行にしてくださ

い。アレンレンチを使用して、クランプロッキングスクリューを

最初に締めます。クランプにスクリューを1本しか使用できな

かった場合は空いているクランプの溝にスクリューシャフト

（ダミースクリュー）を挿入することで、異常な応力は生じま

せん。

・最終的な骨折の整復は、マニピュレーションフォーセプスを

2つのクランプに取り付けると、術者の手をX線の照射範囲

外から操作して整復することができます。

基本的な手術手技
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基本的な手術手技

ワイヤー刺入の手技

ハイブリッド固定器は1つのリングを単支柱型固定器に直接連結します。シェフィールドリング固定器では、複数のリング

を使用して骨質や骨片の大きさによってワイヤーのみで固定するリングとシェフィールドリング固定器専用のスクリューク

ランプ使用してスクリュー固定するリングがあります。このような固定器を正しく取り付けるためには、ワイヤー刺入の正

しい手技が必要です。

一般原則

・Kワイヤー（以下、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にてワイヤーを刺入することも必要となり

ます。

・リングを確実に固定するために、脛骨近位または大腿骨遠位のリングには4本、脛骨遠位のリングには3本のワイヤーを使用す

ることを推奨します。

・刺入されたワイヤーのうちの少なくとも2本が60°以上で交差するように刺入して、あらゆる面で理想的な安定性を得られるよ

うにします。交差するワイヤーと最初に刺入するワイヤーとの間に少なくとも8つのホールがあれば、その交差角度は得られま

す。

・軟部組織の損傷を避けるため、ワイヤーはできる限り軟部組織が厚い側の皮膚から刺入します。刺入に先立ち筋肉を伸展さ

せた状態で軟部組織にワイヤーを突き刺し、骨に接してから軽く押しながらドリリングします。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。

・ワイヤーが骨を貫通したら、ワイヤーが出てくる位置の筋肉を伸展させて、ハンマーでワイヤーの端を軽くたたきながら進めま

す。ワイヤーが骨内を通る間に何らかの「たわみ」が生じる可能性があり、それによりワイヤーと骨と接触面で異常な応力が発

生することがあるため、「たわみ」を防ぐよう注意が必要です。

・通常、脛骨近位または脛骨遠位の骨幹端部、あるいは大腿骨遠位の骨幹端部に適用します。それぞれの部位別のワイヤーの

安全な刺入ルートに関しては、「The Ring Fixator Part A,B,C」の手技書を参照ください。
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基本的な手術手技

・最初に関節面に最も近いワイヤーから刺入して、関節包に

貫通しないようにします。脛骨近位では、関節面からの最

短距離は15mm、脛骨遠位では5mmです。

・このワイヤーは、脛骨近位ではリングの上面、脛骨遠位では

下面のいずれかになるように、ワイヤー固定ピンの先端をリ

ングに通します。

・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、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。
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基本的な手術手技

・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。

・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。
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基本的な手術手技

・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。

・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。
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基本的な手術手技

・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。
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基本的な手術手技

骨切りの方法

適切な部位で慎重に骨切りすることは、良好な仮骨形成と、骨延長、変形の矯正、ボーントランスポートなどの四肢再建手

術の成功のための必要条件です。以下に述べる方法はそれぞれ、オーソフィックス創外固定器と関連して用いられますが、

最終的にどの方法を選択するかは術者の好みによって決まります。

De Bastianiによって提唱された最初の手技（De Bastiani et al; 1987）は骨切りではなくコーティコトミー（骨皮質切り）

でした。これは、当初は骨髄血液供給を温存することが重要であると考えられたためです。しかし、真のコーティコトミー

を達成することは困難であり、現在では、骨切りの終了後に骨髄血液供給が急速に回復するという根拠があることから、通

常は骨切りが選択されます。骨膜は骨形成の最も重要な部位であることが示されているので、骨膜を温存することは重要で

す（Kojimoto et al; 1988）。

骨切り部位は、理想的には骨幹端部または骨幹端部直下です。これは骨幹部よりも骨幹端部の方がより幅が広く、血管の多

い領域であるため骨幹部よりも仮骨形成の条件が良いためです（Aldegheri et al; 1985）。

牽引をかけた骨切り方法

この方法（Aldegheri et al; 1989; Saleh and Burton, 1991;

Saleh, 1992）は、De Bastianiの手技に一部変更を加えたも

のであり、広く用いられています。その手順は以下の通りです。

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。

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。

大腿直筋

ここで骨膜を縦切

外側広筋

中間広筋

大腿筋膜張筋

縫工筋
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・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てくだ

さい。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。

・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。

基本的な手術手技

・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。
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基本的な手術手技

骨ノミを用いたコーティコトミー（皮質骨切り）

骨髄血液供給の温存を依然として支持する術者は、この方法を

用います（Giebel, 1992）。

コーティコトミーの予定の部位に、長さ1.5cmの小さな皮切を行い、

骨まで鈍的に剥離します。

突起付きの鋭い扁平な約6mm幅の骨ノミを、ハンマーで軽くたた

いて使用し、内側と外側の骨皮質を分離して、骨髄を温存します。

この間、突起部分を骨と接触させたままにし、軟部組織または神

経の損傷を防ぎます。

このノミを使用する代わりに、エレバトリウムを使用して骨膜を骨

の表面から持ち上げ、エレバトリウムの保護下で、標準の骨ノミ

を用いて骨皮質を前方、内側、外側に骨皮質を分離する方法も

あります。

多くの場合、背側の骨皮質はこのときに自然に崩壊します。崩壊し

ない場合は、骨の前面から背側の骨皮質を通してドリリングし、3

つの2.0mm径の骨孔を開けます。背側の骨皮質は、徒手砕骨術

によって崩壊します。

この手技の場合、骨折線が完全に横行しないことがあり、隣接し

たスクリューまで新たな骨折線が生じることもあります。このため、

前述の「牽引をかけた骨切り方法」が望ましい選択となります。

ギグリ鋸[Gigli Saw]による経皮骨切り

一部の術者は、脛骨近位、脛骨遠位、脛骨の果上部を骨切り

するためにこの方法を用います。大腿骨の場合は「牽引をか

けた骨切り方法」のほうが容易・迅速で、損傷性が低いため、

あまり頻繁には使用されません。

脛骨近位では、2ヵ所の横切開を行い、縫合糸を骨膜下で後

内側から前外側へ通します。
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基本的な手術手技

エレバトリウムを使用して骨膜と軟部組織を保護し、ギグリ鋸

を前方に進めることによって、骨の後方および側方の骨皮質

を骨切りします。

次に、ギグリ鋸に縫合糸を結びつけ、骨の後面を囲むように

鋸を引きます。
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基本的な手術手技

鋸はその後、切断して取り除きます。

内側骨皮質の上の骨膜を持ち上げ、ギグリ鋸を前方へ引きな

がら平らにすることによって、その内側骨皮質を骨切りします。
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スクリュー挿入部のケア

スクリュー挿入部のケアの原則

スクリュー挿入部を健常に保つことは、創外固定の成功に不可欠であり、術者、看護スタッフ、患者の全員に、これに向けて果

たすべき役割があります。多くはスクリュー挿入の優れた手技に左右されますが、その詳細についてはP.45を参照ください。オ

ーソフィックスのスクリュー挿入部の術後ケアについての助言は、英国のSunderland Royal HospitalのR. Checketts氏と看護師長

のM. Otterburnによる優れた研究に基づいています（Checketts et al; 1993; Checketts et al; 2000）。これには、スクリュー毎に

新しい綿球を使用して、滅菌水によりスクリューシャフトと周囲の皮膚を定期的に洗浄すること、スクリューの周囲の皮膚が動

くように保つこと、必要に応じて皮切を加えることにより皮膚の拘束を避けることが含まれます。Checkettsらは、術前と術後に

患者教育をすることが重要であることを強調しました。この方法は長年優れた成績を示してきました。しかし、この他にも別の

術者たちがスクリュー挿入部のケアのために独自の方法をしており、それらはみな同様の成績を示しているようです。手術室で

スクリュー挿入部に包帯をし、2週間そのままにして、その後は1週間毎に包帯を交換する術者もいれば、より頻繁な処置を好む

術者もいます。

それでもやはり、スクリュー挿入部を健常に保つために従うべき一般原則があります。それを以下に示します。

スクリュー挿入部を健常に保つためのキーポイント

・骨まで鈍的に剥離して、軟部組織を分け、スクリューガイドを骨に配置し、深層の軟部組織によってスクリューが拘束され

ることを避けます。大腿骨遠位では、大腿筋膜張筋を縦に分け、スクリューが移動できるようにします。

・スクリュークランプをしっかり締めてスクリューガイドが平行になるようにして、隣接するスクリュー同士が正確に平行にな

るように挿入します。

・常に先端の鋭いドリルビットを使用します。先端が鈍くなったドリルビットは破棄し、再使用を防止します。先端が鈍いドリ

ルは、熱損傷の原因となり、スクリュー周辺に骨壊死が生じる可能性があります。

・スクリューを挿入後は必ず生理食塩水でスクリュー挿入部を洗浄します。骨片が残っていると、術後に炎症を起こす原因と

なります。

・手術の終了時に、隣接する関節を可動させ、皮膚または筋膜が拘束されていないかを確認します。必要に応じて皮膚また

は筋膜に切開を加えます。

・スクリューのシャフト、固定器、周囲の皮膚を清潔にします。消毒液を使用する場合、アルミニウム製の固定器の黒い部分

に消毒液が接触しないようにします。

・固定器と皮膚の間のスクリューに包帯を巻いて、皮膚を軽く圧迫します。これは、血腫形成の予防に有用です。

・術後のスクリュー挿入部の管理には、病院の標準プロトコールを常に確認します。患者はそれに従って十分に指導を受け、

患者に関わるすべての人も周知しておかなければなりません。

スクリュー挿入部の問題の取扱

患者には、スクリュー挿入部にどのように配慮するべきかについて疑問が生じたときのために、その対処方法を説明した文書を

提供しなければなりません。また、それは、病院外の医療スタッフや看護スタッフも対象にしたものでなければなりません。各施

設の医療スタッフや看護スタッフは、スクリュー挿入部のケアについて一つのプロトコールを有することが非常に重要です。病院

独自のプロトコールがない場合、オーソフィックスではChecketts／Otterburnのスクリュー挿入部のケアに関するビデオを提供

します。

特に肥満の患者の場合や大腿骨にスクリューを使用した場合には、相当量の浸出液がみられることがあります。これは感染では

なく患者が過度に活動したために生じる、スクリュー挿入部の周辺組織の二次的な炎症であると考えられます。スクリュー挿入

部を清潔に保つことが最も重要であり、これは標準の病院プロトコールに従って処置してください。

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、抗生物質で治療を始める前に、細菌学的試験を行い、

結果が判明してから必要に応じて治療を行います。下肢では、炎症が消退するまで荷重制限してください。局所の状況が改善

しなければ、患者はより積極的な治療のために病院に再入院して、スクリューまたはワイヤーを抜去しなければならないことが

あります。

ダイナミゼーションの前の段階で撮影したX線で、スクリュー周辺に骨溶解の徴候が示され、スクリューが緩んでいるという臨床

所見がある場合、スクリューの抜去が固定器の安定性に支障を来たすのであれば、スクリューを別の位置に挿入し直すことを推

奨します。骨溶解が起こるということは通常、スクリューを挿入する手技が厳守されなかった可能性が高いので、スクリューを別

の位置に再挿入する際には特に注意しなければなりません。

術後管理
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術後管理

骨溶解がダイナミゼーションの早期の段階で起こる場合、固定器とスクリューを抜去して、装具を使用する必要があるかもしれ

ません。骨溶解がダイナミゼーションの遅い段階で起こる場合は通常、定期的に状態を確認するという条件付きで、治癒するま

で全ての固定器をそのままにしておくことが可能です。クランプに3本のスクリューがあり、骨溶解がそのうちの1本のスクリュー

挿入部でおきた場合は、ダイナミゼーションの遅い段階では1つのクランプにつき2本のスクリューがあれば十分なので、問題とな

っているスクリューを抜去することができます。

荷重とダイナミゼーション

荷重に対する指標は、固定器を下肢に取り付ける場合にのみ当てはまります。

ニュートラリゼーション期間（ボディロッキングナットを固定した状態の期間）と可能な荷重量は、多くの要因に左右されます。

たとえば、骨折の種類、使用するオーソフィックス創外固定器の種類、骨と固定器との距離、患者の総体重、骨癒合の程度、患者

の体調、患肢またはその他の肢における多発性損傷の有無、疼痛、患者の精神状態などが挙げられます。

プロカルス固定器を使用する場合、荷重を開始する前に、受動的な周期的微少運動を適用することができます。漸増的荷重に

移行する段階になれば、ボディロッキングナットを緩めます。

漸増的荷重と荷重を開始するタイミングは、骨折部が安定しているかどうかによって異なります。一般的な原則として、漸増的荷

重は、骨折部が安定している場合は術後2～4週目に、骨折部が不安定な場合は術後5～8週目に開始します。

（i）骨折部が安定している場合

30％の部分荷重を術後1日目から開始し、2～3週目までに75％まで増加させます。この段階で漸増的荷重を開始します。荷重は

次の3週間で徐々に100％まで増加させます。

（ii）骨折部が不安定な場合

15％の部分荷重を術後1日目から開始し、5～8週目までに75％まで増加させます。この段階でX線による仮骨形成の所見がなけ

ればなりません。漸増的荷重はこの段階で開始し、荷重は次の4週間で徐々に100％まで増加させます。

外来におけるフォローアップ

患者が術後、退院する日にはＸ線撮影を行い、その時に固定器のボールジョイントをトルクレンチで確認します。外来患者の来診

は、その後20～30日ごとに予定します。来診毎にＸ線撮影を行い、スクリュー周囲の皮膚の状態を確認し、クランプロッキングナ

ットを締め直して、ボールジョイントを確認しなければなりません。

固定器を装着している間の患者の入浴は、通常は推奨しませんが、術者によっては、風呂湯に消毒薬を使用するという条件で、

入浴を許可することがあります。また、患者がシャワーを浴びることは許可することもあります。

固定器の除去

骨癒合の臨床的およびＸ線的な所見が得られたら、外来処置として固定器を除去することができます。まず、骨折部に固定期間

が必要となる場合に備えて、固定器を除去する前にボディロッキングナットを締め、固定器の正確な長さを保持しておきます。固

定器を除去した後に骨折部を触診し、臨床的に骨癒合したことを確認します。

臨床的およびＸ線的な骨癒合に疑いがある場合、スクリューに十分な固定性があれば、さらに2週間、固定器を元の位置で固定

し続けます。一方、完全な骨癒合を示す臨床的な所見がありながら、用心のために経過観察を行う場合は、スクリューをさらに

1週間そのまま残して100％の荷重を行います。骨折に関連して何らかの問題が生じた場合、患者は再来院して、固定器を再び

取り付けることができます。この場合、手術は不要です。この1週間の期間終了時に新たな問題が生じていなければ、Ｘ線撮影

をせずにスクリューを抜去することができます。

術者が臨床的およびＸ線的に骨癒合したことを確信している場合は、簡単な外来処置として、固定器とスクリューを直ちに抜去

することができます。スクリューの挿入部の皮膚はその後、自然に閉じるまで、通常2日毎にガーゼ交換します。通常は7～10日

後に治癒します。

症例のフォローアップを確実にするために、最終的に治癒し固定器を除去した段階から1、2ヵ月後にＸ線撮影を行います。
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器具の洗浄、消毒、滅菌およびメンテナンス

「未滅菌品」の器具を初めて使用する前に滅菌処理する場合

概要

・滅菌済製品を除き、オーソフィックス社の器具は全て手術使用の前に滅菌しなければなりません。

・新しい製品とは、オーソフィックス社によるパッケージから取り出された器具を表します。

推奨される除染工程

未滅菌品であるオーソフィックス創外固定器用器具の最初の臨床使用を安全に行うため、以下の一連の工程を行うことを推奨し

ます。

1. 洗浄

2. 滅菌

新しい製品の洗浄準備

・可能であれば、器具は完全に分解します。

・分解した器具のパーツは可能な限り全て、一つのケースで一緒に保管します。

・分解／再組み立てを行うための専用の器具を、手術手技書に詳細に記載されているとおりに使用します。

ステップ1：新しい製品の洗浄

・パッケージから製品を取り出します。正しい動作状態を確認するため、使用前にすべての器具を注意深く調べます。

・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％）に浸した不織紙、または適切な洗浄液で汚れを

取ります。フッ素系、塩素系、臭素系、ヨウ素系または水酸化物系（アルカリ性）の洗浄液を使用しないでください。

・滅菌蒸留水ですすぎます。

ステップ2：乾燥

・不織布か工業用ドライヤーを用いて注意深く手で乾燥させるか、または乾燥キャビネットに入れます。

ステップ3：新しい製品の滅菌

・手術使用の前に、新しい製品はステップ1のとおりに洗浄します。

・パッケージ：滅菌後に滅菌状態の維持や、使用前に器具の損傷を防ぐために製品をパッケージする場合、適正なメディカル

グレードのパッケージ材を使用します。パッケージは器具が入るように十分に大きく、密封シールに応力が加わることがない

ようにします。

・滅菌コンテナ：器具は専用の器具ケースまたは汎用の滅菌ケースに載せます。刃先が確実に保護されるようにします。装置の

製造者が示す推奨内容量または最大重量を超えないようにします。

・注意：ボールジョイント、ボディ部中央のロッキングナットおよびクランプロッキングスクリューが緩んだままであれば、固定器は

組み立てたままで滅菌することができます。それらが締まっていると、滅菌工程中の熱膨張によって損傷することがあります。

・滅菌：プレバキューム滅菌サイクルにより、蒸気オートクレーブで滅菌します。

オーソフィックス社は次のサイクルを推奨します：蒸気オートクレーブ132～135℃、最短滅菌時間10分

・バリデートされたプレバキューム滅菌オートクレーブサイクルであれば、その他のサイクルで代用しても構いません。

警告：アルミニウム製の器具はアルカリ性（pH＞7）の洗剤や溶液で損傷します。陽極酸化コーティングは遊離ハロゲンイオン又は水酸化ナトリウムを含む
洗剤で損傷します。フッ素系、塩素系、臭素系、ヨウ素系又は、水酸化物系の洗浄液や消毒薬を使用しないでください。
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再使用可能な器具を引き続き再使用するために再滅菌処理する場合

概要

・単回使用と表示されている製品を再使用しないでください。

・繰り返して再滅菌処理すると、再使用可能な器具にわずかながら影響を与えます。通常、使用による摩耗と損傷から寿命が決まります。

推奨される除染工程

オーソフィックス創外固定器用器具を再滅菌処理して、その後の臨床使用を安全に行うため、以下の一連の工程を行うことを

推奨します。

1. 洗浄

2. 消毒

3. 滅菌

使用済み器具使用時の準備

・使用済み手術用器具は全て汚染しているとみなします。その取扱と回収、輸送は、患者や医療機関の担当者、関係区域への

リスクを最小限にとどめるよう厳しく管理します。

・各器具は、以後の手順において必要無ければ直ちに再滅菌処理することを推奨します。

・除染作業区域へ輸送中、各器具・部品を厳重かつ安全にパッケージするようにしてください。

使用済み器具の洗浄準備

・使用済み固定器は完全に分解します。カムとブッシュは再使用できないため、全て廃棄します。

・金属製部品表面への損傷によって疲労強度が低下する可能性があり、腐食を招くことがあるため、部品を全て点検してください。

・分解した器具のパーツは可能な限り全て、一つのケースで一緒に保管します。

・分解／再組み立てを行うための専用の器具を手術手技書に詳細に記載されているとおりに使用します。

ステップ1：使用済み製品の洗浄

・効果的な消毒または滅菌を保証するため、洗浄は基本的な必要条件です。

・使用済み器具の除染に望ましい方法は、機械で洗浄し、引き続いて消毒を行う方法です。

・自動洗浄／消毒装置が利用できない場合、手で洗浄して消毒します。

手による洗浄（浸漬法）

必要な装置：

・洗浄する器具・部品を完全に浸すことが可能な洗浄液が入るシンク（洗面器ではない）または容器

・洗浄液。オーソフィックス社は0.3%酵素洗浄液に40℃で30分間浸すことを推奨します。フッ素系、塩素系、臭素系、

ヨウ素系または水酸化物系（遊離ハロゲンイオンまたは水酸化ナトリウム）の洗浄液を使用しないでください。

・すすぎ用の水を入れる容器

・水切り面

・使い捨ての清潔で水をはじかない吸水性の良い布または機械乾燥設備（乾燥キャビネットまたは工業用ドライヤー）

・ブラシとジェット洗浄機

器具の洗浄、消毒、滅菌およびメンテナンス



64

器具の洗浄、消毒、滅菌およびメンテナンス

手順：

Ⅰ．洗浄用容器が清潔で乾燥していることを確認します。

Ⅱ．防具を装着して、容器に十分な洗浄液を満たします。

Ⅲ．中の空気を排出するため、すべての部品を洗浄液に注意深く浸します。穴や溝がある器具または中空の器具をはじめ

として、すべての表面に洗浄液が確実に行き渡ることが重要です。

Ⅳ．目に見える汚れを除去するため、器具・部品をブラシでこすったり、拭いたり、注水、ジェット洗浄を行ったり、ハンドス

プレーを用いたりして、作業を洗浄液の液面下で行うようにします。

Ⅴ．洗浄液から各器具・部品を取り出して排水します。

Ⅵ．ブラシを用いて流水で残留物を取り除きます。

Ⅶ．滅菌蒸留水に浸して微量の硬水も取り除きます。

Ⅷ．すすぎ用の水から各器具・部品を取り出して排水します。

Ⅸ．不織布か工業用ドライヤーを用いて注意深く手で乾かすか、または乾燥キャビネットに入れます。

Ｘ．必要な書類に記入します。

XI．続けて消毒を行います。

機械洗浄（自動洗浄機を用いる）

機械で洗浄し、引き続いて消毒を行う方法が、使用済み器具の除染に望ましい方法です。

・洗浄／消毒装置を用いる場合、バリデートされたサイクルでなければなりません。

・洗浄／消毒装置を準備し、すべての作業が実行できるようにします。

・洗浄機の製造者の推奨事項に従ってサイクルを選択してスタートさせます。

・フッ素系、塩素系、臭素系、ヨウ素系または水酸化物系（遊離ハロゲンイオンまたは水酸化ナトリウム）の洗浄液を使用しない

でください。

・続けて消毒を行います。

ステップ2：使用済み製品の消毒

消毒手順（手による）

必要な装置：

・洗浄する器具・部品を完全に浸すことが可能な洗浄液が入るシンク（洗面器ではない）または容器

・装置の製造者が推奨する希釈濃度と温度の適切な消毒液。フッ素系、塩素系、臭素系、ヨウ素系または水酸化物系（遊離

ハロゲンイオンまたは水酸化ナトリウム）の洗浄液を使用しないでください。オーソフィックス社は室温で3時間、3%

過酸化水素水に浸すことを推奨します。

・すすぎ用の水を入れる容器

・水切り面

・不織布または機械乾燥設備（乾燥キャビネットまたは工業用ドライヤー）

・ブラシとジェット洗浄機

手順：

Ⅰ．防具を装着して、各器具・部品が完全に漬かるよう容器に十分な消毒液を満たします。

Ⅱ．中の空気を排出するため、すべての部品を消毒液に注意深く浸します。中空器具をはじめとして、すべての表面まで消

毒液が確実に行き渡ることが重要です。

Ⅲ．必要とされる時間、各器具・部品をそのままに放置しておきます（3%過酸化水素水で3時間）。

Ⅳ．消毒液から各器具・部品を取り出して排水します。

Ⅴ．ブラシを用いて流水で残留物を取り除きます。

Ⅵ．滅菌蒸留水に浸して微量の硬水も取り除きます。

Ⅶ．すすぎ用の水から各器具・部品を取り出して排水します。

Ⅷ．不織布か工業用ドライヤーを用いて注意深く手で乾かすか、または乾燥キャビネットに入れます。

IX．必要な書類に記入します。

Ｘ．続けて滅菌を行います。
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消毒手順（自動）

必要な装置：

Ⅰ．温水洗浄／消毒装置、キャビネットまたは継続滅菌処理型装置。

Ⅱ．滅菌処理する器具・部品を積み重ねるのに十分な数のラック。

Ⅲ．消毒液。フッ素系、塩素系、臭素系、ヨウ素系または水酸化物系（遊離ハロゲンイオンまたは水酸化ナトリウム）の消

毒液を使用しないでください。オーソフィックス社は0.5%フェノール消毒液を80℃で使用することを推奨します。バリ

デートされたサイクル時間は80分です。

Ⅳ．水切り面。

Ⅴ．不織布または機械乾燥設備。

手順：

Ⅰ．洗浄／消毒装置とすべての作業が実行できるようにします。

Ⅱ．防具を装着して器具を装置に搭載し、負荷構成により洗浄工程が妨げられることがないようにします。

Ⅲ．洗浄機の製造者の推奨事項に従い、サイクルを選択してスタートさせます。サイクルの終了時、各工程段階とパラメータ

ーが全て達成されていることを確認します。搭載品を取り出し、器具・部品の汚れがないこと、必要なら余分な水分が

なく乾燥していることを、目視により確認して点検します。

Ⅳ．必要な書類に記入します。

Ⅴ．続けて滅菌を行います。

消毒手順（超音波）

必要な装置：

Ⅰ．洗浄する装置の各器具・部品を完全に浸すことが可能な洗浄液が入る蓋付き超音波洗浄機。

Ⅱ．滅菌処理する各器具・部品を積み重ねるために十分な数の支持ラックまたはケース。

Ⅲ．計時器具

Ⅳ．製造者が推奨する希釈濃度と温度の適切な消毒液。

Ⅴ．不織布または機械乾燥設備。

手順：

Ⅰ．使用前に超音波洗浄機が清潔で乾燥していることを確認します。

Ⅱ．防具を装着して十分な消毒液を容器に満たし、各器具・部品が完全に漬かるようにします。フッ素系、塩素系、臭素系、

ヨウ素系または水酸化物系（遊離ハロゲンイオンまたは水酸化ナトリウム）の消毒液を使用しないでください。オーソ

フィックス社は0.5%フェノール消毒液に50℃で15分間、浸すことを推奨します。

Ⅲ．スイッチを入れ、必要な時間そのままにしておき、水から空気を抜きます。

Ⅳ．蓋を取り、器具・部品を注意深く液体に浸けて、器具・部品内に含まれる空気が抜けるようにします。中空の器具に注水します。

Ⅴ．蓋を戻し、推奨時間（15分）の間そのままにしておきます。

Ⅵ．スイッチを切り、蓋を外して器具・部品を取り出し、洗浄－すすぎ容器に移す前に排水します。

Ⅶ．きれいな水で十分にすすぎ、内腔のある器具には必ず注水して排水します。

Ⅷ．不織布か工業用ドライヤーを用いて注意深く手で乾かすか、または乾燥キャビネットに入れます。

IX．必要な書類に記入します。

Ｘ．続けて滅菌を行います。
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ステップ3：乾燥

不織布か工業用ドライヤーを用いて注意深く手で乾かすか、または乾燥キャビネットに入れます。

ステップ4：点検、メンテナンスおよび検査

・器具と製品の部品は全て、清潔さおよび使用時の不具合を引き起こす劣化の徴候（表面のひび割れまたは損傷など）を目視によ

って点検し、滅菌前に各機能を検査します（詳細は手術手技書と取扱説明書を参照ください）。

特に以下のことに注意します：

・中空の器具（注意：中空ドリルビットは単一患者の使用に限ります）。

・刃先：先端が丸くなっていたり損傷していたりする器具は廃棄します。

・ヒンジ器具：ヒンジがスムースに動き、過剰な「動き」をみせないことを確認します。

・ロッキング機構の動作を点検します。

・部品または器具に故障や破損が認められる場合や、それらの疑いがあるときには、使用しないでください。

・各器具が組み立て品の一部を形成する場合、適合する部品でその組み立て品を点検します。

・必要な場合は、カム、ブッシュおよびボールジョイントを除いて、部品すべてにオーソフィックス社のシリコンオイルを塗ります。

・固定器の10000, 30000／31000または90000シリーズのボールジョイントは、最終固定はトルクレンチで行います。トルクレンチは時計

方向にのみ回してください。「カチッ」という音がすれば、正しいトルクがかかったことを示しています。トルクレンチを用いてカムまたは

スクリューを緩めようとすると、ギアが損傷します。トルクレンチは一定の値で予め設定します。一定の値とは30000／31000シリーズの

固定器に使用するトルクレンチ（30-025）で15 Nm±0.5、10000および90000シリーズの固定器に使用するトルクレンチ（10-025）

で27 Nm±1です。この値は少なくとも2年ごとか、または器具が損傷したときに販売代理店に返送して点検を受けなければなりません。

固定器の10000, 30000／31000および90000シリーズのボールジョイントでは、カムとブッシュは使用するごとに交換してください。

メモ：トルクレンチでカムとブッシュを締める場合、カムのマーカーが完全に緩んだ位置から170°以上回転するようであれば、カムとブッシ

ュは全て交換してください。問題が続くなら、固定器全体を交換します。エクスカリバー固定器では、ボールジョイントの最終固定

にトルクレンチの使用は必要ありません。最終固定はユニバーサルアレンレンチで行います。カムはクランプのどちらの側からでも

固定することができます。しっかり閉じるまで、青色インサートの厚い部分の方向へ50％以上回します。

ステップ5：滅菌

・パッケージ：滅菌後に滅菌状態の維持や、使用前に器具の損傷を防ぐために製品をパッケージする場合、適正なメディカルグ

レードのパッケージ材を使用します。パッケージは器具が入るほど十分に大きく、密封シールに応力が加わることがないようにし

ます。

・滅菌コンテナ：器具は専用の器具ケースまたは汎用の滅菌ケースに載せます。刃先を保護して、製造者が示す推奨内容量

または最大重量を超えないようにします。

・注意：ボールジョイント、ボディ部中央のロッキングナットおよびクランプロッキングスクリューが緩んだままであれば、

固定器は組み立てたままで滅菌することができます。それらが締まっていれば、滅菌工程中の熱膨張によって損傷するこ

とがあります。

・滅菌：プレバキューム滅菌サイクルにより、蒸気オートクレーブで滅菌します。オーソフィックス社は次のサイクルを推

奨します。蒸気オートクレーブ132～135℃、最短滅菌時間10分

・バリデートされたプレバキューム滅菌オートクレーブサイクルであれば、その他のサイクルで代用しても構いません。

・ 滅菌処理済み器具・部品は清潔かつ安全な場所で保管し、損傷したりみだりに手を加えられたりしないようにしてください。

免責条項：「上記の内容は、初めて臨床で使用する器具または複数回使用した再使用器具の準備に該当するものであるこ

とをオーソフィックス社が確認しています。再滅菌処理する施設の装置、材料を使用して担当者が実際に行う再滅菌処理

が確実に望ましい結果を達成することは、依然として再滅菌処理を行う側の責任です。このため、通常は工程のバリデー

ションおよび日常のモニタリングが必要です。洗浄、消毒および滅菌工程は、適確に記録してください。同じく、再滅菌

処理する側の指示内容から逸脱した場合は、その有効性および悪影響を適確に評価し、適確に記録してください」
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