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基本概念

力学的骨軸

力学的骨軸とは体重負荷時の下肢にかかる仮想の機能軸のこと

で、関節中心を結んだ線です。脛骨では力学的骨軸は解剖学的

骨軸と一致します。大腿骨では骨頭中心から膝関節中心に引いた

線（力学的骨軸）は解剖学的骨軸とは一致しません。力学的骨軸

を下肢全体としてみた場合、大腿骨頭中心から足関節中心に

引いた線は正常な下肢では膝関節中心付近を通過します。

骨の変形は三次元的にとらえなければならない問題です。LRS

延長器は単支柱型であるため、一面での変形の矯正が三次元的

な骨の変形に及ぼす影響について理解しておく必要があります。

解剖学的骨軸

解剖学的骨軸とは長管骨の骨幹部の長軸のことです。骨幹部で

変形した骨においては近位骨片と遠位骨片の解剖学的骨軸は

変形の頂点で交差します。

正常な脛骨正常な大腿骨

変形した大腿骨 変形した脛骨

正常な下肢

正常な大腿骨と脛骨
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基本概念

CORA
（変形の回転中心：Center Of Rotation of Angulation）

単純な角状変形の場合、X線写真上で近位骨片と遠位骨片に

解剖学的骨軸を引くと2つの線は変形の頂点で交差します。この

交差点をCORAといい、変形の矯正に重要な基準点となります。

脛骨の変形では、力学的骨軸と解剖学的骨軸が一致している

ため、CORAを定めるのは容易です。しかし、大腿骨の変形の

場合はやや複雑です。近位骨片の力学的骨軸は大腿骨頭の中心

から大転子上端に引いた線と垂直に交わる線として求めます。

遠位骨片の力学的骨軸は、膝関節に変形がない限り、脛骨の

力学的骨軸を近位方向に伸ばした線とすることができます。

二等分線（Bisector line）

変形した骨の近位および遠位骨片の骨軸の交点を二等分する

線を引きます。単支柱型延長器を用いて漸次的変形矯正を行う

場合にはヒンジの回転中心をこの二等分線上に設置するべきです。

このようにすることによって矯正中に生じる骨軸の平行移動を

最小限に抑えることができます。リング型固定器を用いて変形の

矯正を行う場合にはヒンジの回転中心をCORAそのものに設置

することができます。

CORA
CORA

ヒンジがCORA二等分線上にない場合には
角状変形の矯正後に骨軸の平行移動が生じます

角状変形だけの場合
→CORAと骨の変形の頂点が一致する

ヒンジがCORA二等分線上にある場合には
角状変形の矯正後に骨軸の平行移動は生じません

二等分線

CORA

CORA
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基本概念

術前プランニング

手術の目標を正確に決定するためには変形に関する以下の注意深い術前評価が重要です。

1. 正確なX線写真（前後像および側面像）を撮り、角状変形についての矢状面と前額面での評価。

2. 幾何学的および数学的計算法による真の変形面についての評価（P.5を参照ください）。

3. 回旋変形についての評価。

4. 骨軸の平行移動についての評価。

変形の矯正を一期的に行うか、漸次的に行うか？

症例によっては、延長器を取り付ける際に一期的に矯正できる場合があります。一期的矯正用テンプレートを用いて角状変形を矯正す

ると同時に、スクリューを把持する長さを調節することによって骨軸の平行移動を矯正します。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。例えば、脛骨近位の変形を一期的に矯正する場合には、腓骨神経に緊張が

かかり過ぎないように特に注意しなければなりません。

骨軸の平行移動（骨軸偏位）

どのような場合に骨軸の平行移動が発生するかを理解しておく

ことが重要です。骨の変形の頂点とCORAの位置が一致しない

場合には角状変形と骨軸の平行移動を伴います。このような場合、

単支柱型延長器のヒンジの回転中心を骨の変形の頂点に設置

すると矯正後も骨軸の平行移動が残ります。ヒンジの回転中心を

CORAの二等分線上に設置すると、角状変形の矯正と同時に

骨軸の平行移動も矯正されます。

ヒンジがCORA二等分線上にない場合には
角状変形の矯正後に骨軸の平行移動が残ります

角状変形と骨軸の平行移動を伴う場合
→CORAと骨の変形の頂点が一致しない

ヒンジがCORA二等分線上にある場合には
角状変形と骨軸の平行移動が同時に矯正されます

二等分線

CORA

CORA
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基本概念

漸次的矯正

単支柱型延長器を使用する場合、以下のことに注意しなければ

なりません。

Ⅰ. 角状変形の凸側に単支柱型延長器を取り付けた場合、マイ

クロメトリック クランプを用いて変形の矯正を行うと骨切り部

で延長が生じます。

Ⅱ. 反対に、角状変形の凹側に単支柱型延長器を取り付けた場

合、骨切り部で短縮が生じます。骨切り部のギャップが十分で

ない場合、両骨片の断端同士が押し当たって、それ以上の

矯正ができなくなります。

一期的矯正

一期的矯正用テンプレートは、遠位と近位のスクリューを正確に設置できるように設計しています。このテンプレートはスクリューを設置

するためのもので、これを取り付けた状態で変形の矯正を行うことはできません。スクリューの挿入後、テンプレートを取り外し、スト

レートクランプに付け替えることによって角状変形は矯正され、骨切り部に生じる延長あるいは短縮も取り除くことができます。

角状変形の凸側に単支柱型延長器を取り付けた場合

角状変形の凹側に単支柱型延長器を取り付けた場合
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基本概念

数学的計算法

上述のパラメータを前後像および側面像での変形角度から三角関数によって求める方法を以下に示します。

X0＝前後方（前方または後方凸）の角度 Y0＝内反／外反の角度

矢状面からの変形の変位はX/Y0tan-1によって求めます。例えば、上記の症例では脛骨は21°の外反と38°の反張であるため、変形面は

21°/38°tan-1によって求め、矢状面から29°となります。真の変形角度は 212＋382＝43°となります。

真の変形面とは単支柱型延長器のクランプのヒンジを取り付ける面となります。

真の変形面の求め方

もともと正常であった骨が変形癒合した場合のように、骨片の位置関係が明らかな場合は例外として、ほとんどの下肢の変形ではまず

体重負荷時の両下肢全長のX線写真撮影を行います。どの骨のどこが変形しているかを判断し、解剖学的および力学的骨軸につい

ての評価を十分に行います。

真の変形面（つまり、矯正面）の求め方を以下に示します。

まず正確な前後像および側面像のX線写真を撮影します。次に前後像および側面像での変形角度を角度計を用いて計測します。

幾何学的計算法

1mm目盛りのグラフ用紙を用いて、変形角度1°を1mmで表した計算法を以下に示します。グラフ用紙にX軸とY軸を描き、交点（原点）

Aを骨の中心とします。X軸上に前方と後方、Y軸上に内側と外側を決めます。X線写真で計測した変形角度を各座標軸上にプロット

します。例えば、前後像で21°の外反（内側凸）変形があれば、原点AからX軸の内側（外反）の21mmの点にまずプロットします。次に

側面像で38°の反張（後方凸）変形があれば、原点AからY軸の後方（反張）の38mmの点にプロットします。これらの2点からX軸、Y軸に

垂線を引き、その交点Dから原点Aに向けて線を引きます（下図を参照ください）。これが実際の変形面です。変形面が矢状面や前額面

から何度傾いているかをグラフ用紙上で角度計を用いて計測します。この場合は矢状面から29°、前額面から61°傾いています。真の

変形角度は線ADの長さを計測します。この場合は43mmですから43°となります。

前方
（前方凸）

A

X軸

Y軸

D

後方
（反張）

真の変形面は
矢状面から29°

外側
（内反）

内側
（外反）

21°外反

29°

38°反張

√‾‾‾
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マイクロメトリッククランプによる変形の漸次的矯正

このセクションは角状変形の矯正におけるマイクロメトリッククランプの概念を説明します。

変形面
角状変形はどの面でも起こり得ます。前額面だけに変形がある場合は前後像のX線写真で認められますが、側面像では「まっすぐ」に

見えます。同様に、矢状面の角状変形は側面像でのみ認められます。変形が前額面と矢状面の中間（つまり、斜の面）にある場合、前後

像と側面像の両方で何らかの変形が認められるはずです。実際には変形面は1つしかないのに、前額面と矢状面の両方に別々の変形

があると考えるのは、よくある誤解の1つです。角状変形についてのこのような理解は、LRSのマイクロメトリック クランプを使用する

場合に重要になります。最も単純な例を挙げると、内反および外反変形は前額面での調節によって矯正することができます。マイクロ

メトリックスィベリングクランプ（50-111）とマルチプレーナークランプ（50-580）はそれぞれのヒンジを中心に動きます。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）である「ディストラクター」を回せば変形が矯正されます。

マイクロメトリックスィベリングクランプでは、ヒンジはスクリューと

同一面で機能します。このクランプを正確に作動させるためには、

レールを変形面に設置し、スクリューの挿入面を変形面に一致

させなければなりません。したがって、内反および外反変形の

場合は、延長器を前額面に取り付け、前方凸変形や反張変形の

場合は矢状面に取り付けます。注意すべきことは、脛骨では矢状

面への取り付けが可能ですが、大腿骨では不可能であるという

ことです。したがって、マイクロメトリック スィベリング クランプに

よる角度の矯正は、変形面にスクリューを安全に挿入できる場合

にのみ可能です。

ヒンジ

ディストラクター

クランプカバーロッキングスクリュー
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マイクロメトリッククランプによる変形の漸次的矯正

マルチプレーナークランプではこのような制限が解消され、変形

面にスクリューを挿入できない場合にも対処することが可能にな

ります。スィベリングクランプのように、マルチプレーナークランプ

にもヒンジがありますが、この作用面はスクリューの挿入面とは

無関係に設置することができます。ヒンジを含む本体の中心部

（アンギュレーター）は360°の回転が可能です。そのため、いかなる

角状変形でも矯正することが可能になります。

マイクロメトリック スィベリング クランプとマルチプレーナー クランプ

は大人用モデルのみ使用可能です。小児用モデルでは使用でき

ません。それぞれにスクリュー挿入用のテンプレートがあります。

ヒンジの位置
角状変形の頂点に固定器のヒンジが一致する場合はこの位置を中心として変形の矯正を行います。しかし、実際には角状変形の

頂点に固定器のヒンジが一致することはほとんどありません。マイクロメトリック クランプを取り付けた単支柱型延長器を用いて漸次的

矯正を行う場合、変形部のどちら側に延長器を取り付けるかによって方法が変わります。

以下のことに注意してください。

Ⅰ. 延長器を変形部の凸側に取り付けた場合、マイクロメトリッククランプによる角度の矯正によって、骨切り部で延長が生じます（P.4

の図を参照ください）。

Ⅱ. 逆に、延長器を変形部の凹側に取り付けた場合、骨切り部で短縮が生じます。骨切り部のギャップが不十分な場合、両方の骨の

断端同士が押し合い、それ以上の矯正が不可能になります（P.4の図を参照ください）。

Ⅲ. マルチプレーナー クランプを使用する場合、スクリューの挿入面が変形面に対し、90°の面にあっても変形の矯正が可能です。

例えば、変形は完全に矢状面であるのにスクリューが前額面に存在する場合です。この場合は変形の矯正によって短縮も延長も

生じません。

マイクロメトリッククランプを使用する場合は、常にヒンジの位置を考慮しなければなりません。延長器を変形部の凸側に取り付けるか、

凹側に取り付けるかによって手技は多少異なります。マイクロメトリッククランプと隣接するストレートクランプとの距離を変えるためには、

もう1つCDユニットが必要です。

ボルトA

トランスレーションスクリュー

ディストラクター

アンギュレーター

ヒンジ

ボルトB
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マイクロメトリッククランプの使用方法

マイクロメトリッククランプを正しく使用するために重要なことは、角

度の矯正を行う前に軟部組織の緊張を緩和させておくことです。

つまり、最初に骨切り部で仮骨延長を行い、軟部組織を十分に

延長させてから新生仮骨を短縮させて角度の矯正を行います。

変形部の凸側に延長器を取り付ける場合

a）仮骨延長法の原理に従って骨切り部で仮骨延長を行います。

骨切り後、約1週間の待機期間をおいて1日1mmの速度（1/4

回転×4回/日）で延長を行いますが、これは延長器本体のCD

ユニットを用いて行います。新生仮骨が十分に得られてから、

以下の手順で角度の矯正を行います。

b）患者をベッドの上で楽に休ませた状態で、延長器本体のCD

ユニットを一期的に4～5mm短縮させます。つまり、新生仮骨を

部分的に短縮させることによって、軟部組織の緊張を緩和させ

ます。

c）マイクロメトリッククランプのディストラクターを回して角度の矯正

を行います。次第にディストラクターを回す抵抗が大きくなり、

それ以上の角度の矯正が困難となります。

d）b）とc）の手順を繰り返すことによって目的の角度の矯正を行い

ます。このように新生仮骨を短縮させると、軟部組織の緊張が

緩和されるため、一期的に矯正を行うことができます。患者に

とっても痛みは比較的少ないようです。全ての手順が終了後、

X線写真を撮影して、角度の矯正と骨長の確認を行います。

骨長の最終調節が必要な場合は延長器本体のCDユニットで

行います。

最初に延長を行うのは柔らかい新生仮骨を形成させるための

操作です。この仮骨を短縮させることによって、軟部組織の緊張が

緩和されるため、矯正が容易になります。この手順を行わないと、

角度の矯正中にマイクロメトリック クランプのディストラクターに

過度な負荷がかかり、ユニット自体が破損します。
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マイクロメトリッククランプの使用方法

変形部の凹側に延長器を取り付ける場合

a）仮骨延長法の原理に従って、前述のように延長を開始します。

b）新生仮骨が十分に得られてから、角度の矯正を始めますが、

変形部の凸側に延長器を取り付けた場合とは異なり、最初に

新生仮骨を短縮させて、軟部組織の緊張を緩和させる必要は

ありません。変形部の凹側に延長器を取り付けて矯正を行う

場合、新生仮骨が短縮されると同時に軟部組織の緊張が緩和

されるためです。しかし、最初の延長量が少な過ぎると両方

の骨の断端同士が押し合って、それ以上の矯正が不可能に

なります。このことは術前に十分なプラニングを行い、角度の

矯正に必要な最初の延長量を計算することによって予防でき

ます。

注意点

a）角状変形の凹凸側のどちらに延長器を取り付ける場合でも、角度の矯正前にある程度の仮骨延長が必要であることに注意してくだ

さい。延長すべき長さは①骨から延長器までの距離、②達成すべき矯正角度、によって異なり、一般的な定義を示すことはできません。

個々の患者において、これらの2つの因子を考慮すれば必要な延長量を術前に計算することができます。

b）純粋な角状変形だけで骨長の短縮がない場合、そして、骨の延長は必要ないが一期的矯正もできないような症例には、リング型固

定器を用いるのも選択肢の1つです。これによって、延長を行わずに漸次的矯正が可能になります。しかし、大腿骨では単支柱型延

長器の長所は捨てがたく、7～14日の期間が余分にかかるとしても仮骨延長法は有用です。

c）非常に重要なことですが、マイクロメトリッククランプのディストラクターは角度の矯正のためのものであり、延長のためには設計されて

いません。特に変形部の凸側から角度の矯正を行う場合には周囲の軟部組織の緊張はより大きくなる恐れがあります。最初に行う

延長は延長器本体のCDユニットを用いて仮骨延長を行って、その後、一期的に短縮させながらマイクロメトリック クランプのディ

ストラクターを用いて角度の矯正を行います。

d）マルチプレーナー クランプのアンギュレーターがスクリューの挿入面に対し、90°の面にある場合、矯正中に骨切り部には短縮も

延長も生じないため、最初の仮骨延長は不要です。

e）マイクロメトリッククランプによる矯正中は患者の注意深い観察が必要です。
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マイクロメトリッククランプの使用方法

骨軸の平行移動とマイクロメトリック クランプ

クランプのヒンジが骨切り部と同じ高さに位置する場合には骨軸の

平行移動は生じません。骨切り部位の上あるいは下に位置する

場合には骨軸の平行移動が生じます。また、場合によってはこの

ことを利用して骨軸の平行移動を矯正することができます。

術前に各骨片の解剖学的骨軸をX線写真上でトレースして分析

しなければなりません。このことによって、変形の真の頂点（CORA：

P.2の「基本概念」を参照ください）と見かけ上の骨の変形の頂点

の位置が異なっている場合には角状変形と骨軸の平行移動の

両方が問題であることが明らかになります。クランプのヒンジの

位置を解剖学的骨軸から求めたCORAの位置と合わせ、かつ

骨の変形の頂点で骨切りを行えば、角状変形と骨軸の平行移動

を同時に矯正することができます。

マイクロメトリックスィベリングクランプによる矯正では、角状変形

を矯正した際に生じた骨軸の平行移動は、その程度および患肢

全体に及ぼす影響を考えると追加的な矯正が不要な場合があり

ます。骨軸の平行移動が大きい場合は、全身麻酔下でスクリュー

をクランプの内方に押し込む、あるいは外方へ引き出すことによ

って矯正できます。

マルチプレーナークランプでは骨軸の平行移動はクランプのトランス

レーション スクリューを回すことによって漸次的に矯正することが

できます。この場合、1方向に最大12mmの骨軸の平行移動を矯正

できます。
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マイクロメトリッククランプの使用方法

OF-ガーシュ Tクランプ（50-546）とその小児用モデル（55-031）

は、近位脛骨の内反および外反変形の漸次的矯正に使用できま

す（P.17を参照ください）。OF-ガーシュ Tクランプの回旋軸は骨

切り部あるいは延長部の中心と一致するため、これらを使用する

場合には骨軸の平行移動は生じません。

55-031

50-546
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マイクロメトリックスィベリング クランプの使用法

マイクロメトリック スィベリング クランプを使用する場合、矯正面

はスクリューの挿入面と同一面になります。したがって、矯正する

必要がある面にスクリューが挿入できる場合に限り、使用できます。

左図は、大腿骨と脛骨においてスクリューの挿入可能な面を表し

ています。

このクランプは術中の一期的な変形矯正にも、延長した仮骨の徒

手整復にも使用できます。マイクロメトリック スィベリング クランプ

には5つのスクリュー溝があり、これらはストレートクランプと互換性が

あります。このクランプは、まずレールからストレートクランプを

取り外し、スィベリングクランプに付け替えます。スクリューを目的

とする変形面に挿入します。クランプのヒンジが骨切り予定の

位置にできる限り近くなるように延長器を取り付けます。矯正中に

ヒンジが骨の回転軸から離れて骨軸の平行移動が生じた場合は、

骨片を反対側に平行移動させると骨軸の平行移動を矯正でき

ます。

1. 術中の一期的矯正
角状矯正用テンプレートを用いて術中の一期的矯正を行うことも

できます（P.22を参照ください）。このテンプレートを用いてスクリュー

を挿入し、スクリューをストレート クランプに取り付けると、スク

リューとレールのなす角度が垂直になります。この際に骨の変形が

矯正されるように計算してスクリューを挿入する必要があります。

このテンプレートが使用できない、あるいはスクリューの最終位置が

レールに対して垂直にならない場合はスィベリング クランプを使用

します。

スィベリング クランプ テンプレート（大人用14-116、小児用15-

520）を用いて、通常の方法でスクリューを挿入します。このテン

プレートはあらかじめ目的とする角度に調節しておきます。

残りのスクリューを挿入したら、スィベリング クランプを使って、適

切な位置に延長器を取り付けます。最も近傍のスクリューから

15mm以上離れ、かつスィベリング クランプのヒンジにできる限り

近い位置で骨切りを行います。

内側

大腿骨

脛骨

外側

外側

内側
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マイクロメトリックスィベリング クランプの使用法

スィベリング クランプには3つのロッキングスクリューがあります。

角度の矯正を行う場合にはクランプカバー ロッキングスクリュー

○Aと○Bを緩めなければなりません。中央のロッキングスクリュー○Cは

ディストラクターを固定するためのものなので、しっかりと締めて

おきます。骨切り部での矯正を行った後は全てのロッキングスク

リューを締めます。

矯正が進むと共に、延長器が変形部の凹側にあるか、凸側に

あるかによって、骨切り部で短縮あるいは延長が生じます。凹側の

場合、延長器本体のCDユニットを使用して、骨切り部のギャップ

を十分に開くことによって、両方の骨の断端同士が押し合うこと

なく、角度の矯正を阻害しないようにできます。術中の一期的矯正

では、クランプとレールを固定するスクリューを緩めることにより、

矯正中にクランプをレール上で移動させることができます。あるいは

ディストラクターを取り外し、徒手による矯正を行うこともできます。

スクリューの最終予定位置がレールに対して垂直であれば、スィベ

リングクランプをストレートクランプに付け替えることもできます。

2. 延長仮骨の徒手矯正
マイクロメトリック スィベリング クランプは角状変形を計画的に矯正する場合にも使用できますが、延長中に発生した不慮の角状変形を

矯正する場合にも使用できます。大規模な延長を行った後にはわずかな角度の狂いはよく見られるものです。マイクロメトリックスィベリング

クランプの固定力はストレートクランプと同程度あり、新たな手術を行わなくても内反および外反変形を矯正することができます。した

がって、3cm以上の仮骨延長を行う場合は、このクランプを最初から延長器本体に組み込んでおくことを推奨します。しかし、軟部組織の

緊張は相当大きいため、P.8～11の「マイクロメトリック クランプの使用法」の手順に従って、矯正の前に新生仮骨を短縮させることが

非常に重要です。

a）計画的矯正

この手技を行う場合には、P.8～11の「マイクロメトリッククランプの使用法」の手順に従ってください。変形部が延長器の凸側にあるか、

凹側にあるかによって、手技が異なることに注意してください。また、角度の矯正の前に仮骨延長を必ず行ってください。スクリューは

スィベリングクランプ テンプレートに取り付けたスクリューガイドを通して挿入します。上記の2個のクランプカバー ロッキングスクリュー

○Aと○Bを慎重に少し緩めて角度の矯正を行います。

b）仮骨延長中に発生した変形の矯正

繰り返しますが、スィベリングクランプで矯正できるのはスクリューの挿入面の変形のみであることに注意してください。延長中に不慮の

角状変形が発生した場合、ストレートクランプを取り外して、マイクロメトリックスィベリングクランプに付け替える必要があります。その

ためには既存の延長器を一時的に取り外す必要があります。まず既存の延長器の外側にもう一つの延長器を取り付けて骨片の仮固定

を行います。そして、既存の延長器を取り外し、ストレートクランプをマイクロメトリックスィベリング クランプに付け替えます。この際

にクランプをレール上ですべらせて変形部に合わせます。この延長器をスクリューに再び取り付け、全てのロッキングスクリューを前と

同じようにしっかりと固定します。ここで仮固定に用いた延長器を取り外します。角度の矯正はP.8～11の「マイクロメトリッククランプの使

用法」の手順に従って行いますが、仮骨がまだ柔らかいことが条件です。この仮骨が矯正を行うことが困難になるくらいまで成熟して

いる場合は、再度骨切りが必要になります。仮骨の状態がよくわからない場合、患者に短時間の全身麻酔をかけ、仮骨の成熟度を

確認して、必要に応じて再度骨切りを行います。

A

C

B
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マルチプレーナークランプの使用法

マルチプレーナー クランプは、レールの端に取り付けて、角状変形あるいは骨軸の平行移動を矯正するために使用します。変形面と

変形角度は前述の方法を用いて術前プランニングによって判断します。角状変形のみが存在する場合、骨の変形の頂点とCORAが一

致します。CORAが骨の変形の頂点の上か下にずれて位置する場合は角状変形と同時に骨軸の平行移動も存在します。骨軸の平

行移動が存在する場合、そのことを慎重に評価しなければなりません。骨軸の平行移動の程度と面によっては単支柱型延長器の使

用が適切であるかを判断する必要があります。

CORAがX線写真の前後像と側面像のどちらでも同じ位置にある場合、骨軸の平行移動と角状変形は同一面にあります。この場合、

マルチプレーナークランプによる矯正が最も簡単です。マルチプレーナークランプのヒンジをCORAの位置に置き、マルチプレーナー

クランプのヒンジの向きを変形面に合うように調節します。

骨軸の平行移動と角状変形が同一面になくてもスクリューを骨軸の平行移動の面に安全に挿入できる場合には、マルチプレーナー

クランプを適用可能です。スクリューを骨軸の平行移動の面に挿入し、クランプのトランスレーションスクリューを回すことによって骨軸の

平行移動を漸次的に矯正します。その後、クランプのヒンジを変形面に合わせてから角状変形の矯正を行います。

骨軸の平行移動と角状変形が同一面になく、骨軸の平行移動の面がスクリューの挿入に適さない場合、マルチプレーナークランプに

よる矯正は推奨できません。この場合はリング型固定器を使用します。

マルチプレーナークランプを正しく機能させるためには、術中に以下の条件を達成しておく必要があります。

a）マルチプレーナークランプのヒンジを以下のどちらかの二等分線上に位置させます。

Ⅰ）骨の変形の頂点（骨軸の平行移動がない場合、もし、ある場合にはクランプのトランスレーションスクリューによって矯正を行えることが前提）。

Ⅱ）CORA（角状変形と骨軸の平行移動が同一面で矯正される場合）。

b）骨の変形の頂点をはさんで、スクリューを骨片に垂直に挿入します。

c）骨の変形の頂点で骨切りを行います。

d）マルチプレーナー クランプのヒンジが変形の凸側にあるか凹側にあるかによって、P.8～11の「マイクロメトリック クランプの使用法」

の手順に従って矯正を行います。

手術手技

ストレートクランプ テンプレートを延長器のレールに取り付けて、

テンプレートを取り付けたマルチプレーナー クランプをレールの

端に取り付けます。

マルチプレーナークランプのアンギュレーターを術前プランニングで

判断した変形面に合うように調節し、ボルトAを締めてその位置

に固定します。変形面はスクリューの挿入面から相対的に計算

しますが、脛骨の場合は矢状面から前額面、大腿骨の場合は前

額面にスクリューが設置されていることを考慮してください。ここで、

ディストラクターを回して、アンギュレーターのヒンジを術前プラン

ニングで決定した角度に調節します。

ボルトA

ボルトB



15

マルチプレーナークランプの使用法

組み立てたテンプレートを皮膚から適切に離した距離を保持し、

骨の変形の頂点、または術前プランニングで判断したCORAの

二等分線上のどちらかにマルチプレーナー クランプのヒンジ

が位置するようにレールの位置を調節します。患者の皮膚に

CORAおよびスクリューの位置をマークします。この際にスクリュー

の挿入面に十分注意してください。術前に変形の角度と変形面の

評価が正しく行われていれば、クランプ テンプレートに挿入した

トロッカーはそれぞれの骨片の骨軸に対して垂直になります。

そのようにならない場合は、もう一度計画を見直し、アンギュレーター

の角度や面を再調節します。その後、スクリューを挿入しますが、

骨の変形の頂点をはさんで長い方の骨片に1本目のスクリューを

挿入します。テンプレートのストレートクランプにスクリューガイドと

ドリルガイドを通して、通常はプレドリリングを行ってから適切な

長さのスクリューを挿入します。スクリューの挿入を安全に行うため

には、術中に透視下にて、スクリューが骨片の骨軸に対して垂直に、

かつ骨の中心に挿入されたかを確認することが重要です。

レールと皮膚の距離を2～3cmに調節します。マルチプレーナー

クランプのテンプレートにスクリューガイドとトロッカーを挿入します。

テンプレートと延長器の組み立てが正しければ、トロッカーは骨軸

に対して垂直になります。そのようにならない場合は、テンプレートの

アンギュレーターを微調節します。調節後、ボルトBを締めることに

よって、クランプ テンプレートの位置を固定します。2本目のスク

リューを通常の方法でクランプテンプレートを通して挿入しますが、

スクリューが骨の中心を貫くことを確認します。この段階で骨の

変形の頂点をはさんだ1本ずつのスクリューによってテンプレートが

固定されます。

残りのスクリューをそれぞれのクランプ テンプレートを用いて挿入

します。各クランプに3本のスクリューが等間隔に並ぶようにします。

全てのスクリューを挿入後、テンプレートを取り外して、本物の

延長器に付け替えます。そして、ロッキングスクリューをしっかりと

締めて、全てのスクリューをクランプに固定して骨切りを行います。

骨切りは骨の変形の頂点に仮骨延長法の原則に従って行います。

この後、変形の矯正を行いますが、詳細はP.8～11の「マイクロ

メトリッククランプの使用法」を参照ください。マルチプレーナー

クランプでは（マイクロメトリックスィベリングクランプとは異なり）、

スクリューの挿入面と異なる面での角度の矯正が可能です。その

手順は前述通りですが、重要な事は変形部の凸側または凹側に

対するヒンジの位置であって、延長器の位置ではありません。矯正が

完了すれば、マルチプレーナー クランプはレールと同一線上に

並ぶはずです。マルチプレーナークランプはレールの端に取り付け

られているため、骨切り部にダイナミゼーションをかけたい場合は

レールとストレート クランプを固定するスクリューを緩めることに

よって行います。ダイナミゼーションがかかりすぎないようにダイナ

リングで保護することもできます。

ボルトB
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術前プランニングが正しくなかった場合の救済策

理想的には、このような状況は決して起こって欲しくはないものですが、現実にはしばしば経験することです。救済措置を取るタイミング

としては変形の矯正が完了したはずの瞬間、すなわちマイクロメトリック クランプの軸がレールの軸と同一線上に並んだ時です。2つの

状況が考えられます。

Ⅰ. マイクロメトリックスィベリングクランプが正しい面に取り付けられていない場合。この場合は矯正によってスクリューの挿入面と異なる

面に新たな変形が生じている可能性があります。これを矯正するためには、スィベリング クランプの代わりにマルチプレーナー

クランプを使用する以外に方法はありません。これは通常、全身麻酔下で行います。

Ⅱ. マルチプレーナークランプのアンギュレーターが正しい面に正確に設置されていない場合。この場合は矯正が完了しても変形が残る

はずです。

どちらの場合も以下の方法で救済可能です。

Ⅰ. マルチプレーナークランプの軸がレールの軸に沿うように調節します。

Ⅱ. 前後像と側面像のX線写真を新たに撮影します。

Ⅲ. 変形角度と変形面の両方を考慮して残っている変形について慎重に評価します（P.5を参照ください）。

Ⅳ. マルチプレーナー クランプの回旋をコントロールする2本のボルト（P.7の図中のボルトAとボルトB）を一時的に緩めることにより、

アンギュレーターを新しい変形面に向けます。これはクランプの軸がレールの軸と一致していて、かつアンギュレーターが「0」にセット

されている場合にのみ実施可能です。

Ⅴ. この後、P.8～11の「マイクロメトリッククランプの使用法」に従って漸次的矯正を再開します。
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脛骨近位におけるOF-ガーシュ Tクランプ

OF-ガーシュ Tクランプ（50-546）をレールの一端に取り付けるこ

とで、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期的に行うこともできます。

小児用OF-ガーシュ Tクランプキット（55-031）も使用できます。

これはテンプレートを使用しないで直接取り付けます。

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

設計しています。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。通常は、内反および外反変形のアライメントを調節する

ために延長器を脛骨前方に取り付けますが、前内側に取り付ける

ことによって斜面での変形矯正を行うこともできます。延長器が

脛骨前方にあるため、両側に同時に取り付けることが可能です。

骨の変形の回転中心上にOF-ガーシュ Tクランプ（図のA）の

ヒンジを一致させて取り付けると矯正中に骨軸の平行移動は生じ

ません。

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

使用の原則

OF-ガーシュ Tクランプは仮骨延長、角度の矯正、あるいはその

両方を同時に行うことができます。これは、どのロッキングスクリュー

を緩めるか、また、CDユニットの取り付け位置によって決まります。

左図の（a）では、固定器は仮骨延長用に設定しています。CD

ユニットはOF-ガーシュ Tクランプの基部およびストレートクランプ

先端に固定されています。クランプ軸ロッキングナットを固定し、

レールとストレートクランプを固定するスクリューを緩めます。CD

ユニットによって角度を変えずに仮骨延長することができます。

左図の（b）では、延長器は角度の矯正用に設定しています。レール

とストレートクランプを固定し、CDユニットの近位のロッキングピン

を外して、近位端を90°回転させます。ロッキングピンを挿入させる

穴がOF-ガーシュ Tクランプ基部の穴に沿うまでCDユニットを

延長し、ロッキングピンを完全に挿入します。クランプ軸ロッキング

ナットを緩め、CDユニットの長さを変えるとOF-ガーシュ Tクランプ

は内反または外反します。この際に前もって延長した仮骨が短縮

するリスクは全くありません。

したがって、このクランプは脛骨近位延長に伴って発生した変形の

矯正や、脛骨近位内反および外反変形の計画的矯正に使用でき

ます。また、膝の内側型OAに対する矯正骨切り術にも使用でき

ます。

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

（b）角度の矯正（a）仮骨延長

取り外し可能なロッキングピン

A

固定

緩める

緩める

固定



内反および外反変形の矯正

漸次的矯正

脛骨内反および外反変形は以下の方法によって漸次的に矯正

できます。

延長器の取り付け方法は脛骨延長に用いる場合と基本的には

同じです（LRS延長器 Part A: P.43～45を参照ください）。

術前に図中に示す距離Lを測ります。この距離は、矯正前後の脛

骨の解剖学的骨軸から左図のように得られます。

まず腓骨の骨切りを行い、次に脛骨を膝蓋腱の付着部直下で完

全に骨切りします。

（a）CDユニットを変形部の凹側に、P.17の図（a）のように取り外し

可能なロッキングピンで取り付けます。

延長を開始する前に大人では約10日間の待機期間をおきますが、

小児や骨形成が旺盛な患者では待機期間を短くします。

（b）クランプ軸ロッキングナットを固定して、レールとストレートクラ

ンプを固定するスクリューを緩めます。骨切り部を仮骨延長

法の原理に従い、距離Lと同じ長さだけ延長します（左上図

を参照ください）。

（b）
（a）

固定

緩める
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脛骨近位におけるOF-ガーシュ Tクランプ

（c）この初期の仮骨延長が終了後、レールとストレートクランプを

固定します。

（d）取り外し可能なロッキングピンの位置をP.17の図（b）のように

付け替えます。クランプ軸ロッキングナットを緩めて、1日1mmの

速度（1/4回転×4回/日）で延長します。CDユニットを距離L

の長さだけ延長すると、角状変形は矯正されます。

角度の矯正の終了後にクランプ軸ロッキングナットを固定します。

角度の矯正の終了後に脚長差がある場合、P.17の図（a）のよう

にCDユニットを取り付けて延長します。この際にクランプ軸ロッ

キングナットは固定して、レールとストレートクランプを固定する

スクリューは緩めます。

（d）（c）

固定

緩める

一期的矯正

延長器の取り付け方法は脛骨延長に用いる場合と基本的には同じです（LRS延長器 Part A: P.43～45を参照ください）。

近位スクリューの遠位約1cmで脛骨をドーム状または半楔状に骨切りします。腓骨も必ず骨切りします。

徒手的に角度の矯正を行い、骨切り部を閉じた状態で延長器を固定します。術後、翌日より部分荷重を開始します。

アライメントが最適であるかは、患者を起立させた下肢全体のX線写真前後像によって正確に判断できます。アライメントの矯正はCD

ユニットを用いて延長または短縮を行うことによって可能です。

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。

一期的矯正を行った後、必要があれば仮骨延長を追加することもできます。仮骨延長法の原理に従って、通常の待機期間の後に仮骨

延長を行います。この場合にはCDユニットをP.17の図（b）のように取り付けます。
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脛骨近位におけるOF-ガーシュ Tクランプ

矯正と延長

ここでは、内反および外反変形と同時に2cm以上の短縮がある

場合の矯正法について説明します。

（a）10日間の待機期間の後、CDユニットをP.17の図（a）のように

変形部の凹側に取り付け、クランプ軸ロッキングナットを固定

して、レールとストレートクランプを固定するスクリューを緩めて、

1日1mmの速度（1/4回転×4回/日）で1～2cm仮骨延長し

ます。

（b）1～2cmの仮骨が得られたら、レールとストレート クランプを

固定して、取り外し可能なロッキングピンをP.17の図（b）のよう

に取り付け、クランプ軸ロッキングナットを緩めます。内反およ

び外反変形の矯正は、1日1mmの速度（1/4回転×4回/日）

で行います。

脛骨の内反および外反変形が矯正されたら、クランプ軸ロッキン

グナットを固定して、取り外し可能なロッキングピンをP.17の図（a）

のように取り付けます。

仮骨延長を1日1mmの速度（1/4回転×4回/日）で再開します。

（a） （b）

固定

固定

緩める

緩める
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一期的矯正用テンプレート

これらのテンプレートは角状変形、回旋変形、およびこの両方が存在する複合変形の矯正に使用します。矢状面、前額面、およびその

中間斜面における角度の矯正および減捻に使用します。どの程度までの変形が一期的に矯正可能かは、どの部位で変形しているかと、

その矯正が局所軟部組織の緊張に及ぼす影響によって左右されます。

一般原則

このテンプレートは骨の変形の頂点をまたいで、遠位と近位の骨片に正確にスクリューを設置できるように設計しています。スクリューは

それぞれの骨片の解剖学的骨軸に対して垂直に挿入します。その後、骨の変形の頂点で骨切りを行い、テンプレートを取り外し、

患肢を徒手整復すると、全てのスクリューがストレートクランプ内に収まるように固定できます。このことによって目的の矯正が行えます。

術前プランニングで、変形を1ヵ所（monofocal）で矯正することができるか、あるいは2ヵ所（bifocal）で矯正すべきかを判断します。さらに、

各矯正部位の1つの要素だけを矯正する場合（例えば、回旋のみ。これを単純変形と分類します）と、複数の問題を処理しなければ

ならない場合（例えば、角度、回旋、および骨長の矯正。これを複合変形と分類します）があります。複合変形でも1ヵ所での複合変形

であれば、角度と回旋の両方を一期的、かつ同時に矯正することができます。骨長はその後、仮骨延長法の原理に従って漸次的に

矯正できます。

一期的矯正の注意点

一般に、一期的矯正は変形の程度が全て20°未満である場合のみ行います。これよりも大きな変形には、漸次的矯正の方が適切です。

軟部組織に対する注意は重要で、特に脛骨近位では腓骨神経に注意が必要です。あらかじめ神経の移動術が必要な場合もあります。

脛骨遠位では問題が生じる可能性が比較的少ないですが、それでも腓骨神経を引き伸ばさないように注意しなければなりません。

脛骨ではリング型固定器あるいは単支柱型固定器による漸次的矯正の方が安全でしょう。大腿骨では一期的矯正を行う場合には

神経系の問題はほとんどありません。しかし、大腿骨遠位の回旋変形を矯正すると、膝蓋骨の動きに影響が出ます。もともと膝蓋骨の

動きが悪くなければ、大腿骨近位で回旋変形を矯正する方が安全です。大腿骨遠位での回旋変形のために膝蓋骨の動きを矯正する

必要がある場合は、回旋変形の矯正を遠位で行い、膝蓋骨と大腿骨の位置関係を元に戻すのが望ましいでしょう。

各テンプレートは大人用モデルにも小児用モデルにも使用できます。P.3～4に前述の通り、良い結果を得るためには正確なX線写真に

基づく慎重な術前プランニングが必要です。
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一期的矯正用テンプレート

角状変形矯正用テンプレート

角状変形の矯正は角状変形矯正用テンプレートを使用します。これ

はレールの端に取り付けるもので、ストレート クランプ、Tクランプ、

OF-ガーシュ Tクランプに対応する3種類があります。前額面および

矢状面での調節を行うように設計したそれぞれのヒンジがあります

ので注意してください。前後屈（矢状面）の変形および内外反（前額

面）の変形を、角度計を用いてX線写真から測定します。レールの

一端に角状変形矯正用テンプレートを取り付けます。このテンプ

レートの2個のヒンジのロッキングスクリューを緩め、テンプレートを

前後像および側面像のX線写真から判断した変形面に合わせた後、

ヒンジのロッキングスクリューを締めます。組み立てたテンプレート

は骨の変形と同じ様な配列になります。このテンプレートを、レール

に取り付けたストレートクランプ テンプレートと共に、あるいは回旋

変形も存在する場合は、回旋変形矯正用テンプレートと共に使用

します。

回旋変形矯正用テンプレート

回旋変形は、遠位と近位のスクリューを横断面で互いに一定の角度

が付くように挿入して矯正します。遠位と近位のスクリューの間で

骨切りを行った後、遠位と近位のスクリューが同一面になるように

整復し、骨切り部が癒合するまでストレートクランプで固定します。

これは単独の手技としても使用できますが、角状変形矯正用テン

プレートと組み合わせて使用すれば複合変形（角状変形を伴う

回旋変形）の矯正も行うことができます。また、必要があれば回旋変

形の一期的矯正の後、骨延長を行うことも可能です。回旋変形の矯

正角度は臨床所見から、あるいはCTスキャンによって測定します。

回旋変形矯正用テンプレートは2つの部品から構成されます。

① アーク

半径60mm、100mm、130mmの3つのサイズがあり、下肢の太さ

に対応できます。両端のフランジにはレールに接続するための溝が

あり、大人用あるいは小児用のレールの溝に合わせて、レールの

全長にわたりスライドできます。これを患肢のカーブに沿うように

取り付けます。最大矯正角度は、60mmアークで39°、100mmアーク

で47°、130mmアークで50°です。

② クランプテンプレート

アークに取り付けて必要な矯正角度に応じてアーク上をスライドさ

せることができます。

OFガーシュ Tクランプ用

ストレートクランプ用

Tクランプ用

①

②
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一期的矯正用テンプレート

正しいアークサイズの選び方

回旋変形矯正用テンプレートを使用することによって、ストレート

クランプテンプレートから挿入したスクリューに対して適切な角度

を付けてスクリューを骨内に挿入することができます。遠位と近位

のスクリューを共に骨の中心を貫くように挿入するためには、

使用するアークの半径と骨の中心からレールの中心までの距離

が等しくなるようにレールを取り付けます。

骨の中心からレールの中心までの距離が選択したアークの半径

に等しくない場合、矯正後に2つの骨片間に骨軸の平行移動が

生じます。

この距離の計算方法は2通りあります。

Ⅰ. 単純X線写真によって、骨の中心から延長器を取り付ける側の

皮膚表面までの距離を直接測定します。この測定値に40mm

を加算して、皮膚からレールの中心までの距離とします。この

値が選択すべきアークの半径です。最も近いサイズを選択し、

レールと皮膚の間の距離を調節してテンプレートを取り付け

ます。

Ⅱ. 術中に、長さのわかっているKワイヤーをレールから骨に垂直

に通します。骨表面とレールの中心までのワイヤーの長さを

測定し、これに骨の半径を加算します。この値が選択すべき

アークの半径です。ここでも最も近いサイズを選択し、レールと

皮膚の間の距離を調節してテンプレートを取り付けます。

距離が適切な場合

距離が遠すぎる場合

距離が近すぎる場合
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一期的矯正用テンプレート

回旋変形矯正用テンプレートの組み立て方

アークは、レールのどの位置にも取り付けてスライドさせることがで

きますが、アークのカーブは患肢の方に向けなければなりません。

最も重要なことはクランプテンプレートを正しい方法でアークに取り

付けることです。クランプテンプレートの大きい方の端にはネジ溝が

ある穴が6個あります（P.22の図を参照ください）。これらは3個ずつ

2組になっており、3つのサイズのアークの左用と右用として取り付

けられるようになっています。テンプレートの組み立て方を以下に

示します。

1. 正しいサイズのアークを選択し、患肢の方にカーブするように

レールに取り付けて固定します。クランプテンプレートをアークの

フランジがない側のレール上に水平に置きます。この際に突起部を

アークの溝に入れます（図 を参照ください）。

2. 使用するアークの半径が表示されているネジ溝がある穴に

ロッキングスクリューを挿入して固定します。その際にはクランプ

テンプレートがレール上で平らになっているかを確認してください。

（図 を参照ください）左図の例では、130mmアークを使用

しています。テンプレートは「130」と表示された上側のネジ溝が

ある穴でアークに固定しています（P.22の図を参照ください）。

3. ロッキングスクリューを一時的に緩めて、クランプテンプレートを

アークの上で滑らせて正しいスクリュー挿入位置まで回旋させ

ます。クランプ本体のベース部分と選択したアークの角度マーク

（この場合は25°です）を一致させます。

注意：クランプ テンプレートを間違ったネジ溝がある穴で

アークに固定すると、クランプ テンプレートは0°の場合にレ

ール上で傾くため、スクリューを正しく挿入できなくなります。

25°

角状変形矯正用テンプレートと
回旋変形矯正用テンプレートの使用例

下記の例では、左大腿骨骨幹部中央における20°の内反と25°

の内旋変形を、角状変形矯正用テンプレートおよび回旋変形矯

正用テンプレートを用いて一期的に矯正します。角状変形や回旋

変形がそれぞれ単独である場合にも、下記の方法を応用して

矯正することができます。X線写真から角度計を用いて前後屈

（矢状面）変形および内外反（前額面）変形を測定します。回旋

変形は通常は臨床的に評価しますが、必要に応じてCTスキャン

により評価します。P.3～4に前述の通り、慎重に術前プランニング

を行います。

この場合、近位の角状変形矯正用テンプレートは内反変形に

合わせるように調節し、ヒンジはロッキングスクリューで固定します。

遠位のクランプテンプレートは回旋変形に合わせた角度でアーク

上に取り付けます。

a

b

a b

b
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一期的矯正用テンプレート

テンプレートの仮合わせ

骨の変形の頂点の位置とスクリュー挿入予定位置を皮膚にマーク

します。角状変形矯正用テンプレートのヒンジを骨の変形に沿う

ように角度を調節しておきます。骨の変形の頂点から遠位と近位

のクランプまでの距離が適切になるようにレール上のアークの位置

を調節します。トロッカーをスクリューガイドに通し、遠位と近位の

スクリューがそれぞれの骨軸に対して垂直になるかを確認します。

矯正後に遠位と近位スクリューが同一面になるようにスクリューを

設置できれば、2個のストレートクランプでレールに取り付けること

ができます。スクリューの挿入方向は各骨片の骨軸あるいは関節面

を参考にして決めます。

テンプレートの取り付け

膝蓋骨が前方を向くように患肢を位置させます。テンプレートを

取り付けたレールを角状変形矯正用テンプレートのヒンジが骨の

変形に沿うように保持します。骨の変形の頂点から近位側の近位

大腿骨軸に対して垂直に1本目のスクリューを挿入します。レール

は皮膚から3～4cm離しておき、両方のクランプ テンプレートの

スペーシングスクリューを皮膚に触れるまで進めます。レールの中心

から骨の中心までの距離を左図のように確認し、アークの半径と

等しいことを確認します。この段階での確認は大変重要です。

後から修正することはできません。

次にアークに取り付けたクランプテンプレートにスクリューガイドと

トロッカーを通し、遠位骨片に挿入します。テンプレートが正しく

調節されていれば、トロッカーは遠位大腿骨軸に対して垂直に当

たり、先端は骨の中心に向かいます。そのようにならない場合、

角状変形矯正用テンプレートの調節と骨からレールまでの距離を

再確認してください。

レールから骨までの距離がアークの半径と一致していない場合には

2本目のスクリューが骨の中心から外れます。レールが骨に近すぎ

る場合はスクリューが骨の前方に、レールが骨から遠すぎる場合

にはスクリューは骨の後方に挿入されます。スクリューが確実に

骨の中心に挿入されるようにしてください。スクリューが骨の中心

を外れて挿入されると、骨折しやすくなる可能性があります。また、

最終的に延長器を取り付けた際に骨軸の平行移動が生じます。

スペーシングスクリュー（このページとP.26を参照ください）は丸い方

の端が皮膚に触れ、皮膚と延長器の距離を適切に保つために

使用します。

トロッカーが正しい位置にあることが確認後、2本目のスクリューを

挿入します。

スペーシング
スクリュー
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テンプレートとレールが患肢に正しく取り付けられていることを

確認し、残りのスクリューを各クランプ テンプレートの適切な位置

に挿入します（小児および小柄な大人ではクランプの両端に計

2本のスクリューを、大柄な大人では両端と中央に計3本ずつの

スクリューを使用します）。スペーシング
スクリュー

術後管理

術後しばらくは両方のクランプをレール上にしっかりと固定し、骨切り部を安定化させます。その間、速やかに患肢の長さについての評価

を行います。骨延長が必要な場合は、患者の年齢および健康状態に応じた適切な待機期間の後に仮骨延長を開始します。これに

関してはLRS延長器Part A: P.29を参照ください。上記の例では角状変形は骨幹部にありました。さらに仮骨延長が必要であれば、

骨幹部よりも近位骨幹端で骨切りを行うために第3の近位ストレート クランプを取り付けることを推奨します。これは、骨幹端部での

骨切りの方が仮骨形成に適しているためです。皮膚の緊張の問題を解決しておけば、スクリュー挿入部の問題はほとんどありませんが、

通常通りの慎重な皮膚のケアを行ってください。

ここで仮骨延長法の原則に従って、骨の変形の頂点で骨切りを

行います。その後、テンプレートを取り外し、遠位と近位のスクリュ

ーが同一面になるように変形を徒手整復します。

テンプレートを本物のストレートクランプに付け替えます。透視下

にて骨切り部のギャップや骨軸の平行移動がないことを確かめ

てから、クランプの位置を固定します。最後に、電気メスコードを、患

肢の大腿骨頭中心と足関節の中心点に当てて、アライメントを確

認します。変形の矯正によって、スクリューによる皮膚の緊張が

多少生じる可能性があります。必要に応じて皮膚を切開すること

によってスクリューによる皮膚の緊張を緩和できます。骨延長が

必要な場合には、通常の待機期間の後、骨切り部で仮骨延長を

行うことができます。



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

するのは避けた方が良いでしょう。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％以下でスクリュー孔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。

27

小児でのLRS延長器の使用
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基本概念
単支柱型延長器のヒンジがCORA二等分線上にある場合、矯正

後に骨軸の平行移動は生じません。

ヒンジがCORAではなく、見かけ上の骨の変形の頂点にある

場合は、矯正後に骨軸の平行移動が生じます。

単支柱型延長器を変形部の凸側に取り付けた場合、変形の矯正

と同時に骨切り部で延長が生じます。

反対に凹側に取り付けた場合は、骨切り部で短縮が生じます。

マイクロメトリック クランプの使用法

変形部の凸側に延長器を取り付けた場合

a）仮骨延長法の原理に従い、骨切り部位を延長します。

b）一期的に新生仮骨を4～5mm短縮させることによって、軟部

組織の緊張を緩和させます。

c）マイクロメトリッククランプで角状変形を矯正します。

d）b）とc）を繰り返し行い、矯正を完成させます。

二等分線

CORA CORA
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変形部の凹側に延長器を取り付けた場合

a）仮骨延長法の原理に従い、骨切り部位を延長します。

b）変形の矯正を行います。延長器が凹側にあるため、変形を

矯正すると、新生仮骨が短縮されると同時に、軟部組織の緊張

が緩和されます。

マイクロメトリック スィベリング クランプ
テンプレートとスクリューガイドを用いてスィベリングクランプ付きの

延長器を取り付けます。

骨切り

最も近傍のスクリューから1.5cm以上離れ、かつ延長器のヒンジ

の位置にできる限り近い位置で骨切りを行います。

手術中の一期的矯正

マイクロメトリック スィベリング クランプを緩め、クランプがレール

上をスライドできるようにします。クランプの3つのスクリューのうち、

中央のスクリュー以外を緩めて矯正を行います。この際にクランプ

はレール上でスライドさせます。

仮骨延長術後の徒手矯正

P.8～11の「マイクロメトリッククランプの使用法」を参照ください。
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マルチプレーナー クランプ
テンプレートを組み立てて、アンギュレーターを変形面に合うよう

に調節します。ボルトAを締めます。アンギュレーターのヒンジを

変形の角度に合うようにディストラクターで調節します。

患肢にCORAとスクリューの挿入位置をマークします。組み立て

たテンプレートを皮膚から適切な距離をおいて、ヒンジが骨の変形

の頂点か、CORAの二等分線上になるように調節します。

ストレートクランプテンプレートを用いて、長い方の骨片の骨軸に

対して垂直に最初のスクリューを挿入します。

レールと皮膚の間が2～3cmになるように調節します。マルチプ

レーナークランプのテンプレートにスクリューガイドとトロッカーを

挿入します。トロッカーが短い方の骨片の骨軸に対して垂直に

挿入されるように調節し、ボルトBを締めます。

マルチプレーナークランプテンプレートを使って2本目のスクリューを

挿入します。

残りのスクリューを挿入します。大人用では、1つのクランプに対し

て3本のスクリューを必ず使用します。

スクリューガイドとテンプレートを取り外し、本物のクランプを付けた

レールを取り付けます。全てのクランプ ロッキングスクリューを

しっかりと締めて、骨の変形の頂点で骨切りを行います。

矯正法については、前述の「マイクロメトリッククランプの使用法」

に従ってください。

ボルトB
ボルトA

ボルトB
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OF-ガーシュ Tクランプ
OF-ガーシュ Tクランプは仮骨延長、変形の矯正、あるいはその

両方に使用できます。変形の矯正は漸次的に、あるいは一期的

に行うことが可能です。

漸次的矯正

術前に図中に示す距離Lを測ります。この距離は、変形した脛骨

と矯正後の脛骨の解剖学的骨軸から作図して求めます。

膝蓋腱の付着部直下で脛骨を完全に骨切りします。腓骨も骨切

りを行います。変形の凹側にCDユニットを取り付けて、仮骨延長

法の原理に従い、上記の距離Lに等しい長さだけ、骨切り部を延

長します。

仮骨延長を行うためにはクランプ軸ロッキングナット固定して、

レールとストレート クランプを固定するスクリューは緩めておか

なければなりません。

取り外し可能なロッキングピンの位置を変えて、クランプ軸ロッキ

ングナットを緩めて、レールとストレートクランプを固定した状態で

延長し、変形の矯正を行います。矯正が完了すれば、クランプ軸

ロッキングナットを固定します。

固定

緩める

固定

緩める
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一期的矯正用テンプレート
大人用モデルおよび小児用モデルの両方にこのテンプレートが

使用でき、角状変形あるいは回旋変形、またはこの両方による複合

変形を一期的に矯正することができます。

角状変形矯正用テンプレート

前額面、および矢状面の両面での矯正が可能です。クランプには

両面の調節ができるように2つのヒンジがあります。

回旋変形矯正用テンプレート

アークとクランプテンプレートの2つの部品から構成されます。

アークには3つのサイズがあります（60mm、100mm、130mm）。

20°内反、かつ25°内旋した変形を矯正する場合

骨の中心からレールの中心までの距離がアークの半径と等しく

なるようにアークのサイズを選びます。

クランプテンプレートを取り付けます（注：使用するアークの半径が

表示されているネジ溝がある穴にロッキングスクリューを挿入して

固定します）。アークを回旋させて正しい位置で固定し、スクリュー

を挿入します（この場合は25°です）。

内反変形に沿わせて角状変形矯正用テンプレートを取り付け、

ヒンジのロッキングスクリューを締めます。

25°
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レールを皮膚から3～4cm離し、2つのクランプ テンプレートの

スペーシングスクリューが皮膚に触れるまで進めます。

骨の変形の頂点から近位側の骨軸に対して垂直にスクリューを

挿入します。

アークのクランプテンプレートにスクリューガイドを入れ、その中に

トロッカーを挿入します。テンプレートが正しく調節されていれば、

トロッカーは近位大腿骨軸に垂直に、骨の中心に向かいます。

問題がなければ、骨の変形の頂点から遠位側に2本目のスク

リューを挿入します。問題があれば、クランプを調節してトロッカー

が骨の中心に向かうようにします。

残りのスクリューを挿入します。大人用モデルでは必ず1つのクラ

ンプに対して3本のスクリューを使用します。

骨の変形の頂点で骨切りを行った後、レールを取り外して、遠位

と近位のスクリューが同一面になるように徒手整復します。

本物のストレート クランプをレールを取り付け、クランプ ロッキン

グスクリューを締めます。

スペーシング
スクリュー
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