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第1編

脚 長 差 と 肢 体 不 自 由

I.緒 言

1.我 々は 日常臨床的に左右 の脚長 に差のある者

にしば しば遭遇する.それ ら脚長差を有する者が,い

かに悩み,い か に 日常生活 動作Activity of Daily

 Living,(以 下ADLと 記す)に おいて障害を持つて

いるか.脚 長差 の調整に従来 から行なわれてい るい

ろいろの方法,こ とに成長期 の子供に対 する処置が,

どれほど有効であ り,ま た子供 自身はどう思つてい

るのか.第 三者か らみて利点は どこか,欠 点はなに

か.は た して,ど れほどの差があると実際不 自由な

のか.関 節や筋 肉の問題 はどうか.ど の程度の調整

を目標 として治療するのが適当であるか.以 上 の点

について調査 した.

2.脚 長 について

2.1　我 々が 日常何気な く使 い,莫 然 とわかつて

いると思つている脚長について考えてみよう.脚 と

は,臨 床的には大腿部以下 をい う.す ると脚長は,

腸骨前上棘以下 とな る. X線 的には,大 腿骨骨頭の

水 平 線 と の接 線が上限になる.こ れ ら2つ の こと

を考えると,正 常人な らば問題はないが,例 えば,

先天性股関節脱 臼の場合 は,脱 臼の程度は どうであ

っても, X線 的には有意の差はない.し か し,臨 床

的に は 明 らか に差があ る.

脚長の下限は,臨 床的には立位で床面に接す る点

とするが,我 々が測るのは内果の最 も突 出 した点で

ある.し か し,こ れに も問題 はあ る.例 えば,踵 骨

骨折変形 治癒では,果 部以下に差が生ず るから内果

まで測つたのでは正確でない. X線 的にも距腿関節

脛骨下面 で測つていて不合理であ る.こ れ らを考え

合せて, ADLに 用いる脚長 は,股 関節運動中心か

ら足底面 とするのが合理的である,し か し,臨 床的

には棘果間距離を, X線 的に は大腿骨骨頭上極と脛

骨下 関節面 との距離を脚長と して用いている.

2.2　 脚長に差を生ず る条件 はCharles Goffに よ

ると

1　 軟部組織の拘縮

広筋膜 張筋のかたい緊張

腰筋膜 の拘縮

臀筋群 の短縮

大腿屈筋 と下腿三頭筋のかたい緊張

骨盤傾斜―ポ リオ

先天性股関節脱臼

痙性片側麻痺

内反足

2　発育に関係するもの

先天性股関節脱臼

脳性麻痺のうちの片側麻痺

片側の先天性過成長.

片側の先天性短縮症

骨欠損症

強度の骨屈曲変形症

偽関節

完全な無形成

血管異常

神経線維腫症

脊椎被裂

1側性内反股

3　後天性のもの

関節炎

骨嚢腫

骨腫瘍

Volkmann阻 血性拘縮

Perthes病

廃用性萎縮
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中枢側大腿骨骨端線 離開

長管骨骨端軟骨骨折

骨折変形治癒

この他に, 2, 3に 入 る重要 な疾 患にポ リオがあ

る.こ れ らの うちで特に多 く治療するポ リオ,先 天

性股関節脱臼,骨 折変形治癒に焦点 を絞つて,脚 長

差があることが

1. ADLに どんな影響 をあたえ,ど の程 度障害

しているか.

2.脚 長差 を少な くするには どんな処置を してい

るか.

3.そ の効果 はどうか.脚 長等化の目標を どこに

お くか.

4.外 科的処 置のあとはどんな経過を とるか.

5.外 科 的処置別の最 も有効な結果を得 るには何

才が よいか.

6.歴 年令 と骨年令

などについて考えてみた.

II　脚長差ある者のADLに 関す る調査

脚長差があ るためにADL上 不 自由 し,心 理 的に

も大 きな障害 をもつ者について,脚 長差 とADLの

関係を調査,究 明した.

1　 調査対象

年令,性 別,疾 患を問 わず脚長差があ る者

2　 調査方法

岡山県 身体障害者台 帳から脚 長差がある者を全部

抽 出し,地 域別台帳を作 り,台 帳に基づいて各人を

診察 し,脚 長差,原 疾患, ADL等 を調査 した.

3　 調査項 目(表1)

4　 調査目的

表1の7項 目の各項 目に1～4点 をあたえ,そ の

合計点 と脚長差 との関係を,疾 患別,項 目別に比較

検討 した.は たして脚長差のみでADLに どの程度

の障害があるのか.脚 長差以外の諸因子のADLへ

の比重は.身 体障害者等級判定 基準 にある脚長 差は

妥 当か.障 害 のおよぶのはどの項 目が主であ るか.

以上の点 を明 らかに し,現 在までの治療を振返 り,

今後の医療方針を決定す る上に少 しで も資すれ ばと

考えた.

5　 調査結果

5.1　全被調査者の合計点数と脚長差(図1).

全数80名.脚 長差を5mm間 隔に分 けた. ADL

点数と脚差長 との関係は

r=-0.229

t=2.0640

表1　 脚長差のある者の 日常生活動作

氏 名　 男女　 才

疾 患名　 発病年

住 所

職 業

脚 長差　 右 股,膝,足 に運動障害　 あり

左　 なし

手帳 の等級　 下肢筋 マヒ　 あり

なし

1)患 肢起立

4)支 持性確 実でぐらぐらしない.わ るい方の

肩が下らない

3)支 持性不 良で あるがわるい方の肩は下 らな

い

2)支 持性不充分.肩 が少し下る

1)支 持性不確実.肩 がはつき り下 る

2)歩 行方法

4)杖 な しで歩い て跛行はめだたない

3)杖 な しであるけ るが跛行 する

2)一 本杖 かまた補装具が要る

1)二 本杖で はじめて歩ける

3)歩 容

4)普 通 とかわ らない

3)か るいびつ こ.他 人 が気づかないほど

2)一 寸びつ こがわか る

1)よ くわか る跛行

4)あ る く速 さ

4)普 通,速 くもあ るける.走 れ る

3)ゆ つ くりならば普通の人 と一緒 に歩ける

2)普 通の人 とあるいていた ら,時 々待つても

らう

1)全 く普通 の人 と一緒 に歩 けない

5)あ るける長 さ(耐 久力)

4) 4km以 上歩いて もつ かれないし 痛 くもな

い

3) 1kmか ら4kmま でならどうもない

2) 100mか ら1,000mな らど うもない

1) 100mま でならなん とか歩ける

6)い たみ　 いたい所

4)痛 くない

3)少 し痛い くらいで 日常生 活にさしつかえな

い

2)歩 くと痛 くて続けて500m以 上は歩けない

1) 100m以 上は歩 くと痛 くなる

7)階 段 の上 り,下 り

4)ほ ぼ正常 の動作

3)各 段に両足 をつい て昇降

2)杖 や手す りなどの助けが要 る

1)ほ とんど不能
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図1

　脚長差 とADL

点数

図2

　ポ リオのADL

点数

で危険率5%以 下で逆相関関係を認める.

5.2　 疾 患 別 分 析

a.ポ リオ(図2).

28例.同 じ差でも点数に大小があ り,広 範囲にば

らついてい る.こ の場合は,相 関関係 は証明できな

い.ま た,徒 手筋力検査で,大 腿 ・下腿共に3以 下

の筋力の者は, 20点 以下であつた.

b.先 天性股関節脚 臼(図3).

23例. 2.5cm～3.0cm, 20点 中心 に 集 つ て い る.

r=-0.004

で有意差な く,相 関関係は証 明できない.

図3　 先天性股関節脱臼のADL点 数

c.骨 折後遺症(図4).

13例.下 腿骨骨折変形治癒3例.大 腿 骨骨折変形

治癒10例(大 腿骨頸部骨折 を含む).バ ラツキが大

き く広範囲に点在す るが,全 体 としては右下 りの傾

向がみ られる.

r=-0.477

で危険率は10%以 下であ る.関 節痛,運 動障害を持

つ者が多いせいか点数 も低 い.
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図4　 骨折後遺症のADL点 数

d.骨 髄 炎と股関節炎(図5).

16例.全 くまとまりのない分布である.こ の中に

片側血管腫 による脚長差2cmの もの1例 があ る.

図5　 骨髄 炎と股関節炎のADL点 数

5.3　項 目別,疾 患別結果

1)歩 容

a.ポ リ オ(図6の1, 1′).

股,膝 関節に拘縮 のあ るものとない ものに分け

た.拘 縮のない15例 は,脚 長差 が小 さい程歩容は

よい.拘 縮 のあ る例は,脚 長差 と歩容 との 関係は

な く,全 体 にわ るい.

b.先 天性股関節脱 臼(図6の2, 2′).

運動障害(主 として手術を うけた例)の ある13例

は,脚 長差に関係な くわ るい,運 動障害のない10例

は,脚 長差の小 さい程よい.

c.骨 折後遺症例(図6の3)

脚 長差 に関係な く全体 に中等度 の跛行 が み られ

る.

d.股 関節に運 動障害 のあ るもの(図6の4).

20例.差 に関係な く全体に よくわ か る 跛行があ

る.

図6　 脚長差と歩容点数

2)歩 く速 さ(図7).

a.ポ リオ(図7の1, 1′)

脚長差に関係な く3以 下 が多い.

b.先 天性股関節脱臼(図7の2, 2′)

脚長差 と関係な く,股 関節痛のあ る4例 を除けば

4～5点 例が多い.ま た,運 動障害 の 有無 に は関係

な い.

c.骨 折 例(図7の3).
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全 くバ ラバ ラに分布 している.

d.骨 髄炎 と股関節炎(図7の4).

股関節運動障害のあるものは,ほ とんど2点 以下

である.

図7　 脚長差 と歩 く速さ

3)歩 行可能距離(図8).

自 ・他覚的症状な く歩行で きる距離を調べた.

図8　 脚長差と歩行可能距離

a.ポ リオ(図8の1, 1′).

脚長差に関係な く, 1～2点 例が多 い.大 腿筋 ・下

腿筋筋力が3以 下の ものは点 が低 い.

膝 ・足関節,足 部 の変形は,あ まり影響 していな

い.

b.先 天性股関節脱臼(図8の2, 2′).

股関節痛がある者を除 けば,ほ とんど3～4点 で

よく,脚 長差に関係 していない.

c.骨 折(図8の3) .

普通 に 歩 く場合は正常人 と大差はない が, 4km

以上の歩行では劣るようであ る.脚 長差との関係は

はつ きりしない.

d.骨 髄炎と股関節炎(図8の4) .

全体に2以 下が多 い. 100m以 下の ものが3例 で,

 1例 に2本 杖な しで は 歩 けな い 片側血管腫例があ

る.脚 長差 と関係はない.

6.個 々の症 例の検討

図1で 主な集団から離れている症例につ いて,な

ぜ こうなつたか.点 数がすべ てを表 現 して いるかを

検討 した.

6.1　 脚長差6cmで24点 の先天性股 関節脱臼例
.

 15才 男子.右 股関節に軽 い運動障害があ り, Tren

delenburg現 象軽度.し たがつて軽 い跛行が ある.

歩行速度,耐 久力,疼 痛,階 段昇降などはなん ら訴

えがない者である.し か し本例は,跛 行 とい う歩 容

上 の精神的,心 理的な負担が,生 活態度全般に大 き

く影響 していることは否定で きない.

6.2　 脚長差5cmで8点 の先天性股関節脱 臼例
.

右股関節に疼痛 と運動障害があ る.調 査項 目すべ て

に障害があ り,特 に歩行速度,距 離,階 段 昇降に著

しい.こ れは痛みによ る障害が表面 に出て,運 動障

害,筋 力低下,筋 萎縮,筋 易疲労性 とな り,す べて

の項 目で障害が強 くなつて くる.脚 長差 自体 は,跛

行の点 で影響が大 きい.

6.3　脚長差3cmで12点 の18才 女子 ポ リオ例
.

左股 ・膝関節筋群 の筋力が徒手検査法ですべ て3以

下.歩 行時左手掌で左膝上部を押えて膝過伸展位に

して膝 関節の安定を保つている.股 ・膝 ・足 関節の

運 動障害,足 部変形 はな く,疼 痛 もない.

6.4　脚長差5cmで22点 の14才 男子ポ リオ例.

関節変形,運 動障害な く跛行 はよ くわか る.筋 力は

すべて3+～4で ある.

以上2つ の症 例で 明らかなよ うに,ポ リオでは筋

力が大 き くADLに 影響 し,脚 長差 とADLと の相

関関係 は認め難い.
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7.考 按

脚長 差のADLに 及ぼす影響についての調査によ

ると,

1.点 数に表 われ るのは脚長差のみでな く,

2.関 節に拘縮 ・変形 ・運動障害の有無,

3.筋 力の低下の程度とその範囲,

4.障 害が片側 か両側 か,

などの因子 が,種 々の程度 に混在 し影響 し合つて,

様 々な症状 を呈 してい る.脚 長差以外の因子がない

か,省 略で きる程度の症 例が多い と好都合であつた

が,実 際には,脚 長差が ある者は必ず なんらかの他

の障害因子 を持 ち合せてお り,し たがつて,調 査結

果 はまとま りがわ るくてバ ラツキの多いものとなつ

た.

図1は,全 体 に右下 りの勾配 の2元1次 方程式

に,あ る巾を もたせた もの と な つ て い る.相関係数

r=-0.229危 険率5%以 下で逆相関が証明でき

る.す なわち,脚 長差 の大 きい もの程ADL点 数 は小

さ くなつてい ることが,推 計学的 にもいえる.

脚長差だけにつ いて考え ると,差 が3cmを 越え

ると全体 に点数が下 り, 20点 以上 は減 り15点 以下

が増え る.藤 木によ ると,脚 長差2cmで 他に何 も

障害 がなければ,エ ネルギー消費面か らも正常人に

劣 らない,と されている.我 々の調査で も,脚 長差

2cm以 内の者 の点数は多 い結果 がみ られた.

跛行については,中 村によると,正 常人 自由歩行

バ ゾグラムで,上 下のゆれ は,

身長　 男　 女

成 人　 4.4cm±0.5cm 4.1cm±0.4cm

160～140cm 4.1±0.6〃 3.7±0.7〃

140～120〃 3.5±0.6〃 2.9±0.5〃

120～100〃 2.9±0.4〃 2.8±0.4〃

で あ り, 3～5cmの 上 下 動 が あ る.ま た小 川 に よれ

ば,左 右 の横 ゆれ は,男5.6cm±0.9cm女4.3cm

±0.5cmで,正 常 人 で も全 く上 下 ・左 右 のゆ れがな

いのではないことに注 目する必 要があ る.

疾患別に考 えると,

a.ポ リオ.脚 長差と同程度に重要な ものは,麻

痺筋の筋 力で ある.筋 力が徒手検査で3+以 上あれ

ば,少 しの関節拘縮,足 部変形はあまりADLに 影

響 しない.

b.先 天性股関節脱 臼.脚 長差よ りも罹患関節の

運動障害,疼 痛,こ れ らに附随する筋力低下が表面

に でて くる.

c.骨 折後遺症.偽 関節,関 節拘縮,疼 痛以外は,

ほとんどADLに は支障はない.し か し,跛 行に関

しては,心 理面 での負担に大きな比重をもつている.

d.骨 髄 炎そ の他,脚 長差 よ りも,関 節拘縮,筋

力低下による訴えが主体になつてい る.

8.小 括

脚長差とADLの 関係 は,脚 長差が大 きい程ADL

点数は下が るが,脚 長差のみな らず筋力 ・疼痛 ・関

節拘縮 ・変形な どが重要 な因子 として作用 してい る.

また,脚 長差が3cm以 上 にな るとADL点 数は小

となる.す なわち,成 人では2cmま での脚長差な

らば, ADL上 あま り不 自由 はない.

第2編

脚 長 差 調 整 に 関 す る 研 究

I　 緒 言

脚長差の等化を目的とした臨床的処置は,

1.骨 成 長 帯 の局 所 刺 激(Pease.)

2.腰 部交 感 神経 切 除(Harris.)

3.骨 端 線 成 長 抑制(Phemister, Blount.)

4.短 肢 の 骨 延長(Abbott, White.)

5.長 肢 の 骨 短縮(White, Blount.)

な どが考え られ,行 われてきている.し か し,こ れ

らの どれ1つ を行 うに して も,患 者が どのよ うに成

長 して行 くか,下 肢の長径成長,骨 年 令などが問題

とな る.そ こで,こ れ らのことを検討 してみた.

II　下肢 の長径成長

ポ リオを はじめ,先 天性股関節脱臼,成 長期の子

供の骨折,骨 髄炎などは,発育と共に脚長の不等化

がみ られ る.し たがつ て,こ れ らの疾患における脚

長差を論ずる前に,長管状骨骨長経成長の動態を経

時的に把握 しておかな ければな らない.

Green and Andersonの1才 か ら18才 に わたる長

期間の150例 の観察 の発 表があ る.こ れによると,

前思春期から思春期にかけて大きな発育の山がある.



脚 長 差 に 関 す る 研 究 249

また男女差は約2年 で,女 が先行す る.ま た,こ の

記録 によると,暦 年令 より骨年令 の方が重要な決め

手 である.

Wilson and Thompsonら は,身 長は男はその父,

女はその母に等 しいかそれよ りも高いかで,遺 伝的

要 素がかな り関与 してい るとい う.

我 々の調査では(同1人 の長期間の観察記録でな

いが),同1年 令集団を年令別に集計 した資 料では,

男で3, 7, 14才 に,女 は4, 10才 に,年 間の脚長

の伸びの山があ る(図9).た だ し,脚 長=身 長-

坐高.脚 長の成 長の経時的な推移 を熟知 した上で,

図9　 年間 の脚長の伸び

脚長差調整術 の撰択,手 術時期の決定 は,非 常に安

全 で有効確実な結果を得 られ る こ とに な る.例 え

ば,鎹 による骨端線成 長抑制に際 しては,患 児の骨

年令を推測 し,現 在 どの時点にあ り,今 後の脚長の

伸びはどの範 囲か,成 長停止時期は何時 か,な どを

推定.して 外科的処置を 行 う時期を決定 出来 る.ま

た,そ の効果,等 化値 の予想,鎹 抜去後骨端線早期

閉鎖が おこつた時 にも過調整にな らないと推測 され

る抜去時期の決定 も可能である.ま た逆に,抜 去後

に術側肢 の過成 長が一時的におこつて も,等 化値の

減少を最小におさえ得 る時期 も決定で きる.

III　鎹による脚長等化 の臨床的研究

岡山大学医学部整形外科,高 知県立子鹿園の患児

の中か ら,ポ リオ後遺症 として脚長差のある者 に,

鎹による骨端軟骨成長抑制を行 い, 1年 以上経過 し

た14例 についてのべ る.

性別　男12,女2.

年令　 7才10月 か ら13才10月.

1.研 究方法

1)脚 長測定方法

外来診察時 および昭和38年 以前 は,棘 果間距離 を

測 り記録 した.た だ し,腸 骨前上棘 を手術 している

例は,臍 果間距離を測つた.同 年以後は, 3cm間 隔

の格 子 によるOrthoroentgenogramを 原則 とした.

最近は,ロ ール フィルムを 使 い, 2mの 距離か ら1

回照射で撮影 してい る. X線 の場合 は,大 腿骨骨頭

の水平接線と,距 腿関節面 との距離 で表 わ した.

2)手 術時期の決定

これは非常 に重要 な ことで あう.時 期を誤 まつた

結果 は,予 後不良であ るから十分慎 重に して,し か

もな お時期を失 しな い よ うに 心掛 けね ばな ら な

い.

8才 以下では,関 節部軟骨層は厚 くて,骨 端核 の

発育がまだ不十分なため,挿 入鎹が機械的に不安定

であ る.そ のために,鎹 が 有効でなかつた り,抜 け

出て くることがあ る.

Green and Andersonの 成長予測 表 で,成 長

の予測をするため,左 手 の掌背位X線 写 真で骨

年令を決 めて,一 応 の期待値 を 算 出 した.ま

た,こ の表か ら鎹抜去後 の伸 びの最大値 を予測

し,せ つか く得 た等化値 が負 にな らないよ うな

時期の決定 に も利用 した.

3)手 術方法

Blountの 方法 に 従 い,大 腿骨末梢骨端 ・脛骨 中

枢骨端軟骨部に,内 外それぞれ3本 づつ,計12本 打

ち込んだ.若 年者では,関 節軟骨層が厚 くて,直 視

下で も正確 に打ち込み難いので,針 を刺 してX線 検

査を行 い部位を確認 した.ま た腓骨小頭の骨 端軟骨

の破壊 も同時に行つた.

術後はギプスを大腿上部か ら足尖 まで,膝 ・足 関

節良肢位で3週 間巻 き,ギ プ ス除去後 は,局 所症状

を観察 しなが ら自動的機能訓練を処方 した.

4)使 用 した鎹

初期は水 野式,後 半 以後 は北大式を使用 し,局 所

の大 きさに合せて使いわけた.

5)徒 手筋 カテス ト

我 々はDaniels法 を利用 した,筋 麻痺 の程度 と範

囲が,脚 長の成長 と調整にどのよ うな関係があ るも

のかを見 るために行つた.

麻痺 の範囲が,下 肢全体にわたるものを全肢型,

大腿 を主 とす るものを大腿型,下 腿 を主 とするもの

を下腿型 とした(豊 島).

麻痺 の程度は, Ratliffに より, Sharrardの 下 肢

主要筋17の 筋 カテス ト点数が85～65を 軽症, 64～

40を 中等症, 39以 下 を重症 とした.

6)等 化値 と等化率

術前 の脚長差 と最終 の脚長差 と の 差 を 等化値 と
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し,こ の値が術前 の脚長差に比べて どれ位 の%を 示

等化値=術 前脚長差-最 終脚長差

等化率=(等 化値/術前脚長差)×100

すか.す なわち,等 化率を求めて成績の検討 をした.

表2　 Stapling成 績

2.研 究成績(表2)

罹患年令 と脚長差, 9カ 月か ら24カ月に罹患 して

いるが,脚 長差 とは関係はな い.

術前脚長差. 3.0cmか ら7.5cmで 表2の 示すと

お りであ る.し か し,こ れ より脚長差 の大 きい もの,

年長 のものは,他 の方法により調整 した.

観察年数. 1年 か ら7年 までの経過 をみ た.

等 化 値.最 高5.4cmか ら0.1cmま で ある.ま

た,抜 去後 かえつて術 側肢の伸 びのために-2.0cm

のもの もある.

等化率. 97.5%を 最高に-33.3%ま である.

鎹打ちなお し回数.術 後6カ 月間 は,毎 月X線 検

査を行い,そ の後は3カ 月に1回 臨床診察 と共 にX

線検査を行つた.こ うして,鎹 の抜 けかかつている

もの,鎹 が開脚 しているものは無効 とみて打ちな お

しを した. 0～4回 あり, 10才 未満の症例は全例1

回以上行つている.

鎹 折損. 3例 ある.こ れを発見す るの もX線 検査

によ り,見 つけ次第早 く打ちかえ た.

3.合 併症

正常 また は比較的健側の膝 関節に手術的侵襲を加

えるのだか ら,な るべ く合併症 を残 さぬ ことが望 ま

しい.し か し7例 に合併症をみた.

1)膝 関節運動障害

術後屈 曲不十分 な例が多かつた,そ こで屈 曲障害

を主に調査 した.膝 関節運動範 囲を角度で表 わすと

誤差が生 じ易いから,踵 臀間距離 を測つて屈 曲度の

表現に代 えた.

ギプス除去後1～2カ 月は全 例にあつたが, 1年

以後では5例 にみ られた.踵 臀間距離は5cm～25cm

で, 25cm, 22cm, 11cmの3例 は1回 以上打 ちな

お しを している.

2)外 反膝5゜ の外反膝1例 がみ られた.

3)内 反膝

術後1年 の診察では全例になかつた.し か し,そ

の後鎹が浮いた り,折 れ た りして鎹打ちなお しをし

た2例 に,約5゜ の内反がみ られた.も ちろん矯正

処 置を行つてい る.

4)反 張膝

10゜ の反張膝1例 があつたが,経 過 観察中である.

5)膝 水腫

術直後 は全例に多少 あるが, 1年 以上 経過 しても

時 々水腫 がでる例があ る.こ れ は,鎹 折損例のうち

の2例 にあるが,屈 曲障害 も同時 にあ る例である.

4.考 按

手術年 令と等化率の関係



脚 長 差 に 関 す る 研 究 251

前思春期に手術を した症 例が等化率 が高い と予想

したが,結 果はばらぱらであつ た.症 例が少いせい

とも考 えられ るが,こ の ことから,手 術 はいつ行つ

てもかまわないとい う結論にはな らない.結 果がば

らば らであつたのは, 1)骨 年令 と骨成長予測の不

正確な評価. 2)幼 少時 か らの治療プ ログラムの不

備. 3)手 術技術.な どの点が少か らず影響 してい

るものと考える.

等化率が負 になつた例は,初 期のもので, 10才で

鎹打ちこみ,当 時の脚長差 は6cm,翌 年,翌 々年打

ちなお しを して, 12才6カ 月で抜去 した.そ の時の

脚長差は5cmで あつた. 5年 後に は 差は8cmに

増えていた.こ の症 例は,女 であるが まだ骨成長能

力が十分にある時期に抜去 したためと考え られ る.

抜去後の脚長の伸びは, Blountの い うよ うに,一

時的には成長促進 があるが,結 局は骨端線の早期閉

鎖が起る.し か し,骨 成長帯 に成長力があれば,鎹

挿入期間に関係 な く,抜 去後 は成長再開 が み られ

る.こ れらめ事実を考慮 して抜去時期 を慎重に決定

する必要がある.も ちろんGreen and Andersonの

グラフも参考にしてである.症 例1, 3, 11以 外は

挿入中であるから,結 果 は不明である.

鎹打ちなお し.わ れわれの症例では, 1回 は5例,

 2回 は2例, 4回 は1例 であ る.前 述の ように,年

が幼い程関節部 と骨成長帯軟骨層 は厚 くて,鎹 脚が

十分に骨質に打 ちこめないか ら,鎹 の安定は悪 くて

有効でない.し たがつて,鎹 が抜け出て きた り,片

脚だけ入つていたりする.こ れを防 ぐためには,あ

まり若年者には本法を行 わない こと,軟 骨に溝状の

切込みを入れて鎹を十分 に打ち こむことである.

鎹折損,こ れ は後期 の症例の うち3例 にあつ た.

使用鎹 は北大式であるが, 3例 共脚の角の所で折れ

ていた.こ れを放 置 してお くと,膝 の変 形の原因に

な るから,定 期的の臨床的, X線 的検査 で早 く発見

すべきである.折 損の前段階 として,鎹 の開脚 がみ

られる.し たがつて開脚がみられた ら,折 損を考え

て注意深い診察が必要 となる.

折損 ということを別の面 から考えると,成 長 エネ

ルギーが鎹にまともにかかつてい ること
,い いかえ

れば,打 ちこまれた鎹が骨成長 と四ツに組んで,抑

制的に働 いていることを示 している.そ して成長 エ

ネルギーの方が勝つているためと考え られ る.す な

わち,有 効な打 ちこみと判断 して よい.

膝関節運動障害.術 後は痛 みの ため,水 腫の ため,

術後とい う心理的なもののためにある.そ こで,こ

の状態が一応治 つ た 時期に調査 し た.踵 臀距離が

0cm, 9例, 5cm以 下, 1例, 5～10cmは1例, 10

～20cmが1例 , 20cm以 上が2例 で あつた.こ の値

の大 きいものは,手 術回数の多い ものにみ られ る.

しか し,最 終手術 から長期間経過 している例は,ほ

とんど0cmと なつている.す なわち,将 来はADL

上不 自由ないまでに回復することは期待で きる.

膝関節変形.

1)外 反膝.経 過観 察中5゜ の外反膝 が認め られ

た例があ るが,健 側に比べて もほ とんど正常範囲内

と考えて,現 在経過観察 中で ある.

2)内 反膝.約5゜ の内反が認め られた2例 があ

る.こ れ らには,内 側 の挿入鎹3本 の うち,中 央 の

1本 を抜去 し,外 側の鎹を しつかり打 ちこみ経過観

察中である.

3)反 張膝. 1例 にみ られた.手 術を していな い

脚に も軽い弛緩性麻痺があつて, 10゜ 位の反張が認

め られた.両 側同程度であ るので,何 ら処 置しな い

で観察中であ る.

膝関節水腫.一 般的には,術 後経時的に減少 して,

 1年 以上後 にみ られ たのは2例 である.こ の うち1

例は何度 も鎹打 ちなお しを行つ た若年例で,ま だ時

々水腫をみ るが,安 静で消失する程度の ものであ る

から,一 時的の合併症 と考え る.

5.小 括

1)鎹 による長管状骨骨端成長帯に対する抑制術

は,発 育期 にある者の脚長差調整術 として,安 全で

あり,有 効な方法であ る.

2)年 令適応 は,前 思春期の成長 の盛んな時朝 に

先ん じて行 うのが非常に有効であ る.す なわ ち,男

は10才 ～12才.女 は9才 ～10才.な お,骨 年令

を必ず参考 にす るべきである.

3)抜 去時期 は,等 化が予定通 りで も,抜 去後 の

術肢の伸びを最大に見積つて も,差 が2cm～2.5cm

にな る時期 に行 うべきであ る.

4)合 併症 としては,外 ・内反膝,反 張膝と もに,

あま り重大な障害はないが,放 置して おいてよい こ

とはな く,定 期的に,慎 重に臨床的, X線 的な診察

を行 うべきであ る.

5)打 ちこまれた鎹が有効であると骨長径成長 と

共に開脚 し,折 損 することがある.こ れに対 して も

定期 的な診察 によ り早期発見 し,適 切な処 置を要す

る.

6)幼 若者 に鎹を打 ちこむ時 は,十 分に鎹 の脚が

骨質に入 るよ うに,骨 端軟骨面 に直角に溝を掘つて

打 ちこむ ことが大切である.さ もないと,鎹 は有効
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でな く,次 第に浮いてきて,放 置すれば変形の原 因

となる.こ の場合に も定期的な診察が必要であ る.

IV　下腿延長術による脚長差調整

脚 長差が大き くて,鎹 による脚長差調整では満足

な結果が得 られ な い と思 われ る比較的年長児に,

下腿延長術を行つた.

1.研 究方法

ポ リオ後遺症による脚長差のある者9例.先 天性

股関節脱 臼によるもの1例.高 知県立子鹿 園,香 川

県立ひか り学園の症 例であ る.

手術時年令 は, 9年3月 ～16年3月.

男8例,女2例 であ る.

全例共に手術前 は,何 ら手術を うけていない.も

ない.し たがつて延長後 の両下肢の伸びと,合 併症

が問題にな る.

1)術 前の脚長差. 4cm～8cmで, 4cm例 は,年

令15年4月 で,鎹 による方法で は 有効でないと考

えて行つた女子 例で ある.

2)延 長後の脚長差 の変動. 1例 に延長で縮めた

脚長差が2年 後 には増大 していた.

3)合 併症.短 期間の強制的な延長であるから,

下腿全体の軟部組織 の損傷がある程度考え られる.

このためにい ろいろの合併症が起 る.

(a)脛 骨変形.約5゜ の前方凸変形2例 がある.

他の変形 はみ られない.

(b)循 環障害.術 後1カ 月経て も,術 側肢に浮腫

様の腫 張があ り,術 側の冷いものが5例 あ る.し か

表3　 下 腿 延 長 術 の 成 績

ちろん他の方法に よ る脚長差調整術 も うけ て いな

い.

2.手 術 々式

下腿前面に縦切を加え,脛 骨 はZ状 に骨切 り,腓

骨は中央で,外 側皮切 にて横切,遠 位脛腓靱帯結合

は ね じ で 外 側から固定 す.骨 切 り部 の中枢側,遠

位側にSteinmann鋼 線 を2本 づつ 同一 平面 に刺入

し,延 長器に固定す る.

延長 は,手 術時にできるだ け(通 常15mm)行 い,

その後 は1日2mmの 割合で,循 環障害,神 経麻痺

に注意 しなが ら行 う.平 均 して2週 で延長 を完了す

る.

3.研 究成 績(表3)

鎹 による骨 端成長帯抑制 術と異 り,短 期 間に,計

画通 り確実に延長がで きるか ら,長 さの問題 は全 く

し2～3カ 月経つと消失 してい る.

(c)神 経損傷.腓 骨神経領域の軽 い知覚鈍麻5例.

 1年 以上残つた1例 がある.運 動麻痺は全例におこ

らなかつ た.後 脛骨神経の症状 はみ られなかつた.

(d)創 化膿.鋼 線刺入部 に,限 局性の骨髄炎様症

状をみた もの1例 があつたが,鋼 線抜去によ り治癒

した.

(e)尖 足変形.全 例にない.

4.考 按

下腿延長術は,適 応 と手術年令を選 べば,脚 長差

調 整に有効 で確実な方法 である.尖 足がな く,脚長

差が大き く,年 令的には鎹では調整効果が期待でき

ない症例によい.

手術年 令.前 思春期の脚長 の成長が頂上を越えて

か らがよい.あ ま り若 くて成長力が あると,せ つか
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く縮めた脚長差が,術 後 の健側の伸びによりまたひ

きはなされ ることがあ る.こ の場合は,再 延長その

他の処置を要する.

欠点と しては合併症の危険がある ことである.脛

骨変形は,下 腿三頭筋 によると考 えられ るから,筋

を緩めるべ く膝90゜ に して,ま た,尖 足など下腿三

頭筋に緊張のつ よい症 例はさけるべきであ る.

循環障害は,延 長 期間中はさけられない.し たが

つて,で きるだ け早 くか ら自動的運動を処方 しな け

ればな らない.

知覚鈍麻は, 1年 以上残 つた例 も,狭 い範囲で,

患児はあまり気 にしていない.

感染については,循 環がわる く,創 汚染の機会が

多いので,創 処 置,患 者管理 に厳 しい無菌操作を要

する.

この他,延 長器使用のため,骨 切 りによる骨の管

状構造の破壊,延 長の ために,力 学的に弱 く,長 期

間の固定と安静を要す る.し たがつて,患 者の取扱

い全般に細心の配慮を要す る.

5.小 括

下腿延長術は,合 併症の危険のために,鎹 打 ちこ

みほど安全ではないが,適 応年令が高 いこと,調 整

可能脚長差が大かつ確実な ことで,重 要な脚長差調

整術の一つである.

V ま と め

脚長差がある者のADLを 調査 し,鎹 によ る脚長

差調整術,下 腿延長術の成績について研究 した.

1.脚 長差 とADLの 関係は,長 さばかりでな く,

原疾患に よる種 々な不 自由さが ある.長 さだ けか ら

い うと,大 体,成 人では2.5～3cmが 分岐点 となつ

ている.

2.鎹 によ る脚長差調整術は,年 令,等 化値を選

べば,有 効で安全 な方法であ る.

3.下 腿延長術は,合 併症を予防 すれば適応年令

の広い確実な方法である.

稿を終るにあた り,終 始御懇切な御指導御校閲を

賜つた恩師児玉俊夫教授に深甚 なる謝意を表 し,終

始御協力をいただいた子鹿園,ひ か り学園,岡 山県

身体障害者更生 相談所の皆様に心か ら感謝いたしま

す.
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Studies on Unequal Leg Length

By

Takashi KUROZUMI

Department of Orthopedic Surgery, Okayama University Medical School, Okayama, Japan.
(Director: Prof. Toshio Kodama)

ABSTRACT

In the paper ADL (activity of daily living) was cxamined carefully on those disabled per
sons registered in Okayama Prefecture, who had discrepancies in length of the lower extremities

 due to such causes as anterior poliomeylitis, congenital dislocation of the hip joint, fracture 
and osteomyelitis. In addition, the follow-up studies were conducted on those patients who 
underwent the operation for the correction of unequal leg length by epiphyseal stapling or lengthen
ing of the lower leg in the Department of Orthopedic Surgery of Okayama University and 
Kochi and Kagawa. Prefectural Rehabilitation Center for Crippled Children (Kojikaen and 

Hikarigakuen). From the results of these studies the following conclusions were drawn.
1. In studying the relationship between the unequal leg length and the ADL, not only 

the length of leg itself causes inconveniences but also original disease or lesion has a great bear

ing on ADL. Viewing only from the length of leg, it seems that the difference of 2.5-3
cm in the leg length is the boundary in adults.

2. On the basis of expected average correction, the equalizing leg length by epiphyseal 

stapling is an effective and safe method.

3. The lengthening of the lower leg is a reliable method for a wide range of skeletal age 

provided that the care is taken to prevent complications.
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