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下肢疲労骨折に対する Acutrak Screw の有用性
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はじめに
下肢疲労骨折の治療は,保存療法が原則
とされている.しかし,保存療法に抵抗して
骨癒合が得られない場合や再骨折が生じた
場合,早期のスポーツ復帰を希望する場合
は,手術療法の適応となる.今回,われわれ
図1

は早期スポーツ復帰を目的として,下肢疲
労骨折の 3 例に対して,Acutrak screw を用
いた骨接合術を行ったので報告する.

治療：4 ヶ月前に保存療法で,一時スポー
ツ復帰したが,再発した経過と,早期のスポ
ーツ復帰を希望したため,手術療法を選択
した.手術は,X 線透視下に,経皮的にガイド

症例 1：14 歳,女性
主訴：右膝関節部痛
現病歴：平成 17 年 12 月 10 日,ハンドボ

ピンを刺入し,Acutrak screw で骨折部を固
定した.
後療法：術後 1 日目から可動域訓練,全荷
重歩行訓練を開始した.術後 1 週間でジョ

ール中に右膝関節痛を自覚した.近医で膝

ギング開始,術後 2 週間でダッシュ,ジャン

蓋骨疲労骨折と診断され,2 週間のギプス固

プを開始した.そして,術後 4 週間でハンド

定で症状は改善した.その後,ハンドボール

ボールへの競技復帰を許可した.

に復帰したが,平成 18 年 4 月 8 日,ハンドボ
ール中に再び右膝関節痛を自覚したため,4
月 15 日当科紹介受診した.
画像所見：単純 X 線像および CT で,膝蓋
骨の下極の部位に骨折線を認めた.転位は
なく,骨折線は関節面まで及んでいなかっ
た（図 1）

術後経過：術後 3 ヶ月時の X 線,CT では
骨折部は,ほぼ骨癒合していた（図 2）.
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に,経皮的にガイドピンを刺入し,Acutrak
screw で骨折部を固定した.
後療法：術後 1 日目から可動域訓練,全荷
重歩行訓練を開始した.術後 3 週間でジョ
ギング開始,術後 4 週間でダッシュ,ジャン
プを開始した.そして,術後 6 週間でサッカ
ーへの競技復帰を許可した.
術後経過：術後 2 ヶ月時の X 線像では,
図2

骨折部は,ほぼ骨癒合していた（図 4）.

この時点で,ハンドボール時の膝関節部痛,
違和感などもなく,ほぼ元のレベルでの競
技復帰が可能であった.

症例 2：16 歳,男性
主訴：右足部痛

図４

現病歴：平成 18 年 6 月 18 日,サッカー中
に右足部痛を自覚し,6 月 20 日,近医を受診

サッカー時の違和感もなく,ほぼ元のレ
ベルでの競技復帰が可能であった.

した.単純Ｘ線像で右第 5 中足骨疲労骨折
を認めたため,同日当科紹介受診した.
画像所見：単純 X 線像,CT で,右第 5 中足

症例 3：21 歳,男性

骨近位骨幹部に骨折線を認めた.転位は比

主訴：右股関節部痛

較的軽度であった（図 3）.

現病歴：平成 18 年 8 月 14 日,アメリカン
フットボール中に右股関節部痛を自覚し,8
月 19 日,当科を受診した.
画像所見：単純 X 線像で骨折線は,明瞭で
はなかったが,CT では臼蓋後縁に骨折線を
認めた（図 5）.

図3

治療：患者は,早期のスポーツ復帰を希
望したため手術療法を選択した.X 線透視下
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治療：患者は,早期のスポーツ復帰を希望し

術式の条件としては以下のようなものが望

たため手術療法を選択した.骨折部を展開

ましい.まず,手術侵襲が小さい方が,術後の

し,Acutrak screw 2 本で固定した（図 6）.

痛みも少なく,早期復帰に有利である.また,
骨折部の固定力が強い方が,早期からの可
動域訓練,荷重訓練なども可能となる.スク
リューヘッドや K ワイヤーの先端の刺激が,
復帰後の違和感となる場合も多いため,固
定材料の刺激が少ないことも重要である.
Acutrak screw は,キャニュレイテッド,
セルフタッピング,テーパー状,バリアブル
スレッドピッチ,フルスレッド,ヘッドレス

図６

の 6 つの特徴を持っている

キャニュレ

3),4).

後療法：術後 1 日目から可動域訓練,全

イテッド,セルフタッピングなので,手術は

荷重歩行訓練を開始した.術後 3 週間でジ

X 線透視下に,経皮的に行うことが可能であ

ョギング開始,術後 4 週間でダッシュ,ジャ

り,低侵襲である.また,テーパー状,バリアブ

ンプを開始した.そして,術後 6 週間でアメ

ルスレッドピッチ,フルスレッドであるた

リカンフットボールへの競技復帰を許可し
た.

やハーバードスクリューと比較しても固定

術後経過：術後 2 ヶ月の時点で,アメリカ
ンフットボール時の股関節痛もなく,ほぼ
元のレベルでの競技復帰が可能であった.

ヘッドレスであるため,固定材料の術後の
刺激はほとんどない.
ツ復帰が可能であった.このことから

疲労骨折は骨に繰り返し力学的負荷が加
わり,その修復が追いつかず微細な破断が
生じたものとされている.わが国の下肢疲
労骨折の発生部位は,脛骨,中足骨がそのほ
とんどを占めており,膝蓋骨での発生は稀
で,臼蓋での発生はほとんど報告されてい
1),2).

力はより強力であるとされている.さらに,

今回の 3 症例は,4～6 週間の早期スポー

考察

ない

め,通常のキャニュレイテッドスクリュー

下肢疲労骨折の治療は,保存療法が

原則とされている.しかし,保存療法に抵抗
して骨癒合が得られない場合や再骨折が生
じた場合,早期のスポーツ復帰を希望する
場合は,手術療法の適応となる.
早期スポーツ復帰を目的とした場合の,

も,Acutrak screw は,下肢疲労骨折の固定
材料として有用だと考えた.

まとめ
 下肢疲労骨折の 3 例に対し
て,Acutrak screw を用いた骨接合
術を行い,全例早期に競技復帰する
ことができた.
 Acutrak screw は,下肢疲労骨折の
骨接合術において有用であった.
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