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創外固定による子牛の開放性肢骨折整復

富岡美千子

酪農学園大学獣医学群獣医学類生産動物医療学分野(〒069-8501 北海道江別市文京台緑町582)

(2018年10月4日受付 ・2018年10月19日受理）

要 約 家畜共済診療点数表に創外固定法が掲載される以前の平成23年度創外固定術実施頻度調査

に於いて，骨折整復件数270件のうち，創外固定実施数は36件 (11%)と報告されている．対象種別は

肥育用子牛が23.5%と最も多く， 45.4%が子牛であったと報告された．新設されるより以前からも， 日

本国内において開放性骨折や粉砕骨折などキャストによる外固定や内固定でば治癒困難な症例に対し，

一般工具や医療器具を工夫して治療を行い良好な結果報告を散見する． しかし，創外固定の新設による

最適な治療法を選択すべきだが，創外固定による整復をみる機会がなく，整形手術が可能な施設がない

中でどのように始めれば良いか，戸惑いは大きいように感じる．本稿は，創外固定の手順を筆者が経験

した症例を通して説明した国内で入手可能な医療品リストと使用目的も書き加えることにより，各所

の既存の器具等で代用可能な器具があるかも知れないと考えた．骨折の治療は受傷後からの時間が経過

するほどに治療期間の延長や癒合不全となるため，運動器疾患としてそれほど発生頻度は高くない骨折

症例に対し行う対策は，事前の準備である. 1ヵ月未満の子牛の長骨サイズは，品種に違わずある程度

決まった太さをしているが長さは異なるので，骨片を固定する外部のバーの長さは複数種の用意が必

要となるが，経皮的に骨片を貰通する固定ピンは概ね一定であることを念頭に 1頭分に必要な器具を揃

えられるよう解説した

—キーワード：子牛，肢骨骨折，創外固定法 (ESF)

新生子牛の骨折は，難産介助の産科チェーンが関与す

るCalvingchain fracture (CCF) や母牛の踏創が原因

で起こることが多く，明らかな跛行を呈することから発

見されやすい運動器疾患である．また，骨折した肢を牽

引しながら母牛の乳頭を追う様子や起立できなくとも哺

乳欲を示す子牛を目の前にして介助者や管理者は，その

責務から治せるものなら治してやりたいと希望すること

は少なからずある．体重が軽く，発生から発見までの時

間が短く，皮質が厚く，骨癒合が早い子牛の長骨骨折治

療成績は，比較的高い． しかし， CCFは軟部組織の損

傷による組織の脆弱化や感染，骨折後固定ないまま動き

回ることによる 2次的損傷による開放創の形成，骨折部

が骨幹端に近いことや蝶形骨折や粉砕骨折はキャストに

よる外固定法では，骨折治癒に必要な安定性を得ること

が困難な症例に遭遇することがある．子牛価値が高騰し

ている現在でも施設設備の制限経済面の理由から内固

定法の選択を断念し，（有窓）外固定を選択しているの

が実情ではないだろうか．本稿では，開放骨折の治療法

として最初にあげられる創外固定法を解説する．

創外固定法とは

骨折部の近位と遠位の骨片に経皮的に挿入した 2~4

本の固定ピンと， 1本以上の外部バーやロッドを接続し

構成する．軟部組織損傷と骨血流障害が最小限であれば，

軸荷重により早期仮骨形成による骨片架橋，生物学的な

骨折固定が期待できるまた，固定器が表皮からある程

度離れて位置することから，可視化の確認は容易であり，

開放創の継続的な治療を可能にすることは利点である．

また，一時的な関節固定術や皮膚の動きを制限すること

による創傷治療，矯正骨切り術，脚長差の修整への応用

も可能であり，内固定法のような特殊な器具を必ずしも

必要としないことから，幅広い応用が期待できる．

主要骨片の固定により骨片を安定化させ，ダイナミ

ゼーションといわれるユニークな骨治療戦略をとる．従

来までの骨折整復では，解剖学的な整復と強固な固定が

重視されてきたが，骨折片やその周辺組織の血液供給の

温存による生物学的癒合を重視するようになり，それに

適合する固定法やインプラントが開発されている中で，

内固定も外固定もできない症例に対する仮固定としてヒ
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ト医療において展開された固定器の改良により様々な

適応症が治療対象となっている．適応は，開放骨折，骨

や軟部組織の欠損を伴う骨折，骨幹部の粉砕骨折，骨幹

端部に近い骨折，一時的な関節固定，骨切りあるいは延

長，感染性偽関節などがあげられる．筆者は， CCFで

は中手骨や足根骨遠位端の骨折が多く成長板から 3cm

未満の位置における骨折に遭遇することが多い事から成

長板を挟んだ固定を強いられることがあるが，治療過程

に改造可能な創外固定法は多様性があり理想的な固定法

の一つと考える．また，治癒後はインプラントを体内に

残すこともなく，食肉としての安全性も担保できる．

固定器の構成とリニア型フレームの分類法

固定器は， 自由な組み方により骨片の安定性を保つ事

が出来る．治癒過程に合わせ改造することにより必要な

安定性が得られることは，子牛の骨幹端遠位骨折には重

要な役割を果たすと考える．

固定器の基本構造は，主要な骨片に経皮的に挿入され

る固定ピンと創外固定装置のフレームを構成する骨に対

して創外に並走するサイドバー，固定ピンとサイドバー

を接続するクランプの 3つにより構成される．獣医学領

域で市販される創外固定器にRogerAnderson副子を改

良したキルシュナー・エーマーに基づいた装置は，体重

300kg未満の牛の創外固定法に使用可能とされる．

分類は，固定ピンとサイドバーで構成するフレームが

作る平面の数と肢に対して固定器がなす側面の数と位置

関係によって決められる． リニア型フレームは，片側性

一平面 (TypeI a), 片側性二平面 (TypeI b). 両側性

一平面 (TypeII), 両側性二平面 (Type皿）に分類さ

れる．フレームの配置により形成される平面の数が増え

ると強度と鋼性は増す． また，固定ピンが両側骨皮質を

貫通し対側の皮膚を抜けるフルピンによる固定は，両側

皮質を抜けるが片側の皮膚から抜けるハーフピンより安

定性が増す．フルピンやハーフピンによる固定ピンの数

を増やすことでフレームの強度を高めることができる．

固定ピンは近位と遠位にある主要な骨片それぞれに最

低 2本の挿入が必要とされていることから，フレーム形

状を工夫する． しかし，固定ピンを 4本以上 1つの骨片

に挿入してもあまり強度は増大しない．

フレームデザインとサイズ

固定ピンには，スタイマンピンのようなスムース，部

分スレッド，全スレッドのあるピンがある． ピンの直径

より太くスレッドが刻まれた強化スレッド（ポジティブ

スレッド形状）と， ピンとスレッド径が同じネガティブ

スレッド形状がある．強化スレッドピンは，挿入に苦労

するが長骨骨幹端の海綿骨で安定性がより高くなる荒い

平らなスレッドのもの（海面骨用スレッド）と，細かい

スレッドが刻まれた皮質骨用スレッドがあり，強固なフ

レーム構成が期待できる． ピン中央にスレッドが刻まれ

るピンはフルピン，スレッドが先端側にあるピンはハー

フピンとして使用する．全スレッドは鋼性が低い．スレッ

ドピンとスムースピンを混合して使用しても良い．固定

ピンとサイドバーを接続する大型SKクランプは 3/16イ

ンチ (4.8mm) までの固定ピンに使用可能であり，サイ

ドバーに既に設置したクランプの間に追加できる分割式

クランプであることも手技に不慣れなものにとっても非

常に役に立つ形状をしている. SKクランプにはサイド

バーやロッドを連結するダブルクランプがあり，これら

を組み合わせて複数平面の強固な装置を組むことが出来

る．

整復する骨径や操作性を考慮してピン径と全長，ス

レッド径とスレッド長を確認する必要がある． ピンの鋼

性は，半径の 4乗に比例して高いことから， ピン直径を

3.2mmから3.5mmにすることで鋼性は著しく高まる． し

かし， ピン径は骨直径の20-25%より大きい直径ピン

の使用は，骨を弱める危険性がある．

フレームの種類と特徴

サーキュラー型フレームであるIlizarovやリニア型フ

レーム，クランプとサイドバーの代用に硬化樹脂の応用

により自由に組み立てられる創外固定装置がある. II-

izarovは環状創外固定器であり内経に収まる肢サイズが

対象となる．骨折の安定化，癒合不全の圧迫あるいは延

長骨片の非観血的な移動や角度の矯正を目的に使用さ

れる．骨に貰通させた細いワイヤーに張力をかけ，環状

装置に固定する．ハーフピンも使用できる．環状装置に

垂直な方向には弾性力が掛かり，平行な方向には強固な

固定力が得られることから，特別な装置無しに軸荷重が

かけられる．装置の組み立てが非常に煩雑で，慣れない

間は術前に十分な計画と装着する部位に合わせて組み立

てた状態で滅菌すると良い．環状装置の中心に骨があり

環状装置に固定するワイヤー同士がなす角度が90度で最

大の安定力が得られる．環状装置に固定するためにはワ

イヤーテンショナーが必要になる．

経皮的に挿入した固定ピンとサイドバーを接続するシ

ングルクランプで形成する平面で構成されるリニア型フ

レームは， どのような形にも組めるが煩雑である．肢と

サイドバーの距離が近いほど強度が増すが，術後に固定

ピン挿入部や骨折部が腫脹することを想定した距離を保

つ必要がある．二平面を三角形にフレームを組むのが最

も強度が高い．サイドバーは軽量で鋼性の高いものが良

く， レントゲン読影に影響しないカーボン製を筆者は好

んで使用している．クランプやサイドバーを再利用しな
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ければならない場合， 目視により丁寧に確認し疑わしき

器具を使用すべきではない．

サイドバーとクランプをレジンやエポキシパテ等の硬

化剤で形成する方法も多く報告されている．骨延長術や

治癒過程においてフレームの改造が必要でない場合に

は，クランプの可動制限やピンの種類や挿入位置や方向

に制限がなく自由に立体的に組むことが出来できる利点

がある． また，国内で比較的入手しやすい創外固定器で

は，体重の重い個体 (300kg以上）では充分な強度のフ

レーム形成は困難である事から比較的安価な硬化樹脂に

よる装置は有効な方法である．金属用エポキシパテによ

る整復経験からの注意点は途中で継ぎ足すと，そこから

崩壊しやすくなるためフレームは計画的に一気に行う必

要がある．使用期限を過ぎたパテの強度は低下するため

期待される強度が得られない可能性がある．硬化に際し

熱が発生することも考慮し，固定ピンを介して骨へ熱伝

導することや直接皮膚に触れない配慮が必要である．

一般に創外固定器はその形状の自由度が高いものは，

どのような骨折にも装着できる． しかし，組み方が複雑

になると組み立て時間の延長や，装置の重なりが邪魔に

なるという欠点がある．使用する器機選択は，それぞれ

の特性を充分に理解したうえで手術計画を立てる必要が

ある．その際，骨折診療では対側健常肢の最低2方向（側

面像，前後像）の撮影も同時に行いたい．発育期の個体

差に応じた骨長の確認やねじれの調節を可能にする適切

な装置や固定法の選択と，手術時間の短縮に繋がる．ま

た，骨折整復後の骨癒合評価として「4つのA」に基づ

いて系統的に行うことが推奨されていることから， 目指

す骨形態が明確に出来る事は重要と考える．

創外固定法の手順

筆者が北里大学附属診療センターで経験した複数の症

例の外貌写真やレントゲン画像を用い，創外固定法の手

順を解説する．使用した固定器は主にIMEXVeterinary 

社製SK創外固定器であった．使用した固定ピン径と全

長，スレッド径とその長さは図中に記載したので参考に

して欲しい．サイドバーにはレントゲン透過するカーボ

ン製を用いた．開放性肢骨折整復に必要な器具・薬品を

表1に示した．本稿の症例は，プラスチックキャスト固

定により治癒に至らなかった紹介症例や初診症例など骨

折の種類や受傷後からの日数は様々である．

開放創は，パルス式洗浄機か加圧バックによりリンゲ

ル液あるいは生理食塩水をふんだんに用い異物や壊死組

織の除去を積極的に行い，その後被覆した．広域スペク

トラムの抗生剤の全身投与を継続した患肢（趾）と健

常肢（趾）のレントゲン撮像を行い，手術計画を立てた

患肢は，固定器が揃うまではロバートジョーンズあるい

はプラスチックキャストにより固定した

手術はガス麻酔により横臥位または患肢吊り上げ固定

により行った．術中，何度もレントゲン撮影を行うこと

から防護衣の上から術衣を着用している．蹄の汚れは出

来るだけ手術室に入る前に落とし，麻酔導入後にグロー

ブで蹄壁に速乾ボンド固定し覆った．骨折部近位関節の

近位から蹄冠部まで広範囲にバリカンを掛け常法通り術

野の消毒を行った適切な初期治療により骨片穿孔によ

る裂創は閉創していることもあった．治癒が疑わしい裂

創や排液を認める場合には再びパルス式洗浄機により

徹底的に異物と壊死組織の除去を行い，骨折整復中創の

乾燥を防ぐよう努めた固定ピンの挿入位置を確認する

為に注射針18Gでランドマークを設置した上で前後像・

側面像を撮像する（図 1). 固定ピンの挿入はfar-near-

near-farで挿入する． しかし，遠位主要骨片が不安定な

遠位骨幹骨折では小さな骨片に計画通り固定ピンが挿入

できないことから遠位骨片の骨折近位に固定ピンを先に

挿入することが多い．操作に慣れるまでは，固定ピン挿

入位置に細いドリル先を用いてプレパイロットホールを

開け，チゼルピンを挿入し撮像確認すると固定ピンのパ

イロットホールを躊躇なく進められる． ヒト医療で用い

られる中空のある長いドリル先の使用によりチゼルピン

をガイドに用いることが可能となる．遠位骨片に貫通さ

せた固定ピンの操作により徒手整復不能な回転整復が可

能になる．骨折整復した位置で保持し，近位骨片の近位

側にチゼルピンと平面をなすようにパイロットホールを

作る（固 2). その際，様々な角度から確認する． ドリ

ル操作は冷却水や速度調節により摩擦熱の発生を抑えこ

とやドリルの動揺を抑えピンホールは真っ直ぐに，回転

は途中で止めないよう一定速度で進める．子牛の長骨皮

質は厚くドリル先は常に予備を用意しておくことを勧め

る．切れの悪いドリル操作は，強く押されドリル先が撓

み破損につながる．破損したドリル先を生体に残してし

まわないように配慮する．近位骨片近位にフルピンある

いはハーフピンをハンドチャックにより用手的に設置す

る．固定ピンは，ドリルを用いて進めるあるいはパイロッ

トホールを作らずに挿入は可能であるが強度低下が報告

されている．中空ドリル先が使用できない場合は，チゼ

ルピンを抜きプレパイロットホールに正確にドリルを進

めるには鍛錬が必要であるが，これは生体を用いなくと

も練習が可能である．パイロットホールを作り固定ピン

に置き換え，固定ピンをシンブルクランプよりサイド

バーと連結する．同転のない骨片同士が50%以上重なる

ようにクランプの位置を調節しフレームを決める（図

3). 筆者は， 15度外側へ軸回転癒合し跛行を呈したため，

サーキュラー型装置により骨切り術を必要とした経験か

ら，捻転の補正は重要と考える．
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表 1 開放性肢骨折整復に必要な器具・ 薬品

手技 ・器具 ・薬品

A. 骨折の診断と術前処置

ポイント

レントゲン撮像

鎮静処置

バリカン

骨折部を中心に近位 ・遠位の関節含む，の最低2方向（側面像，前後像），同

条件下の対側健常肢撮像

撮像時に必要なこと有り

創部周囲の毛刈りは重要

リンゲル液あるいは生理食塩水 加圧バックやパルス洗浄機により洗浄

4%グルクロン酸クロルヘキシジ 新鮮創では消毒薬の添加を控える

ンあるいは0.2%イソジン液

鍋子 ・鋏 ．鋭匙など 徹底した異物と壊死組織の除去

創部の被覆材

外固定 バンテージ，副子やプラスチックキャスト（必要に応じて有窓に出来る印）

広域スペク トラ ム抗生剤投与

B. リニア型創外固定

術野の確保

開放創の徹底的な洗浄

抗生剤投与

撮像装置1式 術中に撮像．防設衣を着て，術衣を着る

針数本 ランドマーク 用， 18G 11/2インチ

メス， 曲 （・直）モスキート鉗子 各2,3本 （固定ピン開創）

毛刈り ：骨折部近位関節より近位まで，遠位は蹄冠部まで

パルス洗浄機，加圧バックによる異物と壊死組織除去

電動ド リル，冷却水

ハンドチャック

ロッドの長いドリル先

固定ピン

サイドバーとシングルクランプ

モンキレンチ，ボックスレンチ

イソジン液浸潤ガーゼ

ダブルアクションのピンカッター

創部の被覆材

創外固定器被覆布

C. 補助的な器具

エイミングデバイス

細いドリル先とチゼルピン

ドリルガイド有ると良い

フルビン，ハーフピン／ トロカール型，ピン先鈍型

フレームによりロ ッド，ダブルクランプ

各1-2本 （クランプの調節）

pin site care 

固定ピン切断

同一平面に3本以上のフルビン挿入

1.5mm以下のドリル先とそれに見合うチゼルピン （キルシュナー，Kワイヤー

1本 （プレパイロットホールのランドマーク用）

嘔

l;- ー
・”

 

~- _t・> 
:t・ 、主、~:ぷ謬苓

’ヽ. .・，~心`

ダゞ・,~: 食名こ・-----1翌位骨端部

図 1 中手骨骨幹遠位にマーカーを撮像する．裂創より突出する骨片が確認

できる．骨折線と 18G針 （マーカー）の距離は 2cm弱．
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図2 仮固定されたチゼルピンと平面をなすよう骨幹近

位に3.2~ 3.5mmのパイロ ッ トホールを作成し，

ハーフピンを挿入する．黄色実線は平行が理想．

ハーフピン ；皮質骨用， ピン径3.2mm,全長

150mm, ネジ山4.0mm,ネジ長50mm.

図3 Type Ilのフレー ムを作成する．サイドバー 2本，

シングルクランプ4個が必要． フルピン；皮質骨

用，ピン径3.2mm,全長178mm, ネジ山4.0mm,

ネジ長44mm.

骨折整復を確認後，遠位骨片遠位に固定ピンを挿入す

る． しかし，骨幹端に充分なスペースがない場合は複

雑に隆起する牛の成長板を傷つけることなく 2本の固定

ピン挿入には熟練を要するため，成長板を避けて固定ピ

ンを遠位骨端へ挿入する （固4).固定したフレームに

フルピンあるいはハーフピンを使いすることを見越して

サイドバーに組まれたシングルクランプ （後からの追加

も可能）にフルピンを挿入するには，エイミングデバイ

スを使用すると良い開放創への干渉を避ける為にハー

フピンによ り固定することもあるが，片側固定の強度は

落ちる．強度の強化にはフレームを異なる平面で追加す

る．異なる平面をダブルクラン プにより連結することに

より強度を増す （図5).最後に構成する全てのクラン

プをバランス良く強固に締め， 2方向の撮像を行い整復

の確認をする

成長板を跨いだ創外固定では，キシラジン投与鎮静下

で， 2, 3週間毎にクラン プを開放する レントゲン像

図4 左：中手骨横骨折．近位骨片近位と遠位骨片にフ

ルピン固定，更に背側より内外側骨端部それぞれ

の軸側方向ヘハーフピン挿入によりTypeII b創外

固定とした白色実線で骨折線を示す．フルピン；

皮質骨用ピン径4.0mm,全長203mm,ネジ山

4.8mm, ネジ長57mm.骨端部ハーフピン；海綿

骨用ピン径3.2mm,全長114mm,ネジ山4.8mm,

ネジ長38mm.骨幹部ハーフピン；皮質骨用， ピ

ン径3.2mm, 全長115mm, ネジ山4.0mm, ネジ

長31mm. 右：中手骨粉砕開放骨折のレントゲン

像遠位骨片骨幹端ヘピン挿入が不可能な 為内

外骨端にそれぞれハーフピン挿入，基節骨ヘフル

ピン挿入し関節固定による強度強化を期待した構

造とした白色実線で骨折線を示す．近位フルピ

ン；皮質骨用， ピン径3.5mm, 全長190mm, ネ

ジ山4.3mm, ネジ長50mm. 基節骨フルピン；海

綿骨用ピン径3.2mm, 全長178mm, ネジ山

4.8mm, ネジ長44mm. ハーフピン；皮質骨用

ピン径3.2mm, 全長115mm/150mm, ネジ山

4.0mm, ネジ長31mm/50mm.

や外貌から確認することができない圧迫による成長板閉

鎖を回避できる骨片の動揺は，固定ピン周囲の炎症や

深部感染，癒合遅延や不全の原因となる （図6) 固定

ピンの緩みは装置全体の強度にも影響しかねないため，

緩んだ固定ピンを除去し，サイドバー同士の連結を追加

するなど改造する必要がある

術後管理は，ピン挿入部の感染予防のためのケア (pin

site care)が重要である．皮府挿入部の痴皮などの異物

を確実に除去し清潔に保つ．消毒薬を塗るだけでは感染

を起こすことが多い ピン周囲にガーゼを巻き ，イソジ

ン液を浸潤させた後創外固定器を布でカバーした （図

7). ピン周囲からの排液が治まれば固定器カバーのみ

を汚れたら交換するよう依頼し退院させた．開放創の管

理はしやすいが経皮的な固定ピンに囲まれた位置にあ

る開放創は創の収縮を妨げる （図8) 術後は 1週間以

内に最低 2方向のレントゲン撮像をにより確認し，跛行

など異常所見がなければ以降 2週間毎に撮像した．安定

した固定措置であれば，概ね 4-6週間で臨床的治癒に
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図5 TypeIIb創外固定右はllizarovにより骨整復後リニア型で固

定した異なった平面のサイドバーをダブルクランプで連結す

ることで強度を増し，剪断力を回避した

図7 固定器は複雑に組まれていて清潔に保つ事が困難

図6 遠位外側固定ピン周囲のデブリが確認できる．ピ

ンは容易に除去できた近位ハーフピン；皮質骨

用，ピン径3.2mm,全長150mm, ネジ山4.0mm,

ネジ長50mm.遠位ハーフピン；海綿骨用， ピン

径3.2mm, 全長114mm, ネジ山4.8mm, ネジ長

38mm. 抜ピン後灌流液により充分に洗浄した

.! ' 「

ですが，洗うことが出来ます．日常管理には，固

定器全体を布で包み，糞尿の接触を避けるように

すると管理がし易い汚れやすい後肢は更にこま

めな管理が必要．
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図8 キズの観察が容易である．皮商の収縮が妨げられ，あらたな肉芽組織が充填されるまで湿

潤療法で管理した左は術中，右は 1ヵ月後の抜ピン時の様子．
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至る．

抜ピンはキシラジン投与により鎮静，横臥保定し， レ

ンチを用い全てのクランプをバランス良く緩め，外部固

定器を外す．フルピンは，露出した部分の一方をピンカッ

ターで皮膚ギリギリを切断することで， ピンホールの汚

染を防ぐ．固定ピンはハンドチャックを用い回しながら

徐々に引き抜く．充分な灌流液を用いピンホール内に異

物を残さないようにする． ピンホールの洗浄は立位で行

え，抜ピン後2-5日間行った．洗浄後，ガーゼを当て

収縮包帯で保持した

最後の洗浄から 2, 3日以内にピンホール被覆材は除

去できる．歩様を確認し，削蹄によりバランスを整えて

完治とする．

おわりに

創外固定法の重要な利点は，非観血的整復あるいは最

小限の観血的アプローチによる骨整復により生物学的骨

癒合の概念が達成できることであるまた，治癒後は整

体に異物を残さない．固定ピンは 1本1500~ 2000円の

生体適合素材であり安全である．クランプやサイドバー

もヒトや小動物医療機器が適用でき国内市販品による更

新が可能である．キャスト外固定と比較して決して安価

な治療ではないが，固定装置に用いる器具の初期費用は

およそ50万円である国外ではフィールドでも行える治

療法として報告が多く，少ない撮像回数局所麻酔と全

静脈麻酔により，よく行われている術式なのではないだ

ろうか筆者も回数を重ねる毎に要領は良くなり，陥り

やすいミスや時間の短縮，確実性を追求し手技を取得し

てきた子牛の骨折は多いように感じるが決して一般診

療で診る運動器疾患としては，少ないために必要と感じ

ないかもしれない． しかし，創傷治癒への応用，今まで

に諦めていたような（開放）骨折の癒合遅延・不全に悩

まされることがなくなる可能性が創外固定法にはあると

信じている．
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External Skeletal Fixation of open wound fracture in calves 

Michiko TOMIOKA 

Large Animal Hospital, Rakuno Gakuen University, Hokkaido, JAPAN 

ABSTRACT This article was written as a clinical discussion of fracture treatment and External 

Skeletal Fixation (ESF) in long bone open fracture of calf. The advantage of ESF was able to avoid the 

complications of casting problems that were muscle contraction, no rage of motion of joints, cast ulcers, 

reduction in vasculature circulations, creation of open wound fracture, malalignment or malunion of the 

fracture, and prolonged convalescence. ESF showed better outcome for especially open wound facture 

repair than use of cast with window or splint cast combinations. 

Several clinical reports about ESF were reported in Japan, but most of clinicians and facilities had less 

opportunity to learn procedures for ESF and internal fixation. The advance of ESF was well understood, 

but there were many barriers to get start. This article described the way to use traditional ESF devices 

in cases, adaptation of ESF principles, post operation treatments, and some of pit wholes during 

procedure and post operation, through out of these cases in detail procedure for clinical application of 

ESF techniques in calf orthopedics. These might help the some of the problem. This article explained 

cases for examples in detail procedure for clinical application of ESF techniques in calf orthopedics. 

―Key Words : calf, lower limb, fractures, External Fixator 

-137-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

