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日本整形外科学会診療ガイドライン改訂にあたって
高齢社会を迎えたわが国では，2010 年時点の平均寿命が男性 79.6 歳，女性が
86.4 歳，65 歳以上の高齢者人口が 2,956 万人に及んでいます．1947 年時点の平均
寿命は男性 50.1 歳，女性 54.0 歳でしたから，わずか 60 余年の間に平均寿命が男女
とも約 30 年も延長したことになります．急激な高齢化により疾病構造も様変わり
し，骨粗鬆症や変形性関節症，腰部脊柱管狭窄症などが，整形外科の主要疾患に仲
間入りしました．一方，診断・治療技術も近年めざましい進歩をとげました．画像
診断をはじめとする診断技術の進歩により病変の早期かつ正確な診断が可能とな
り，数々の優れた薬剤や高度な手術法の開発により優れた治療成績が得られるよ
うになったのです．しかし一方で，幾多の診断技術や治療法のオプションの中か
ら，個々の患者さんのために最も適切な方法を選ぶにあたり，何らかのガイドラ
インが必要になってきました．
ほとんどの患者さんが求めている医療は，安全で確実な医療，すなわち標準的
な医療です．日本整形外科学会では，運動器疾患の患者さんに標準的な医療を提
供するために，各疾患に対するエビデンスに基づいた「ガイドライン」を策定し，
時間が経過したものについては改訂作業を進めています．この診療ガイドライン
が，医療の現場，および医師教育の場で十分に活かされ，運動器医療の向上につな
がっていくことを願ってやみません．
2014 年 10 月
日本整形外科学会理事長

岩本

幸英
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運動器疾患ガイドライン策定の基本方針
2011 年 2 月 25 日
日本整形外科学会診療ガイドライン委員会

１．作成の目的

本ガイドラインは運動器疾患の診療に従事する医師を対象とし，日本で行われる運動器疾患

の診療において，より良い方法を選択するための１つの基準を示し，現在までに集積されたその
根拠を示している．ただし，本書に記載されていない治療法が行われることを制限するものでは
ない．主な目的を以下に列記する．
１）運動器疾患の現時点で適切と考えられる予防・診断・治療法を示す．
２）運動器疾患の治療成績と予後の改善を図る．
３）施設間における治療レベルの偏りを是正し，向上を図る．
４）効率的な治療により人的・経済的負担を軽減する．
５）一般に公開し，医療従事者間や医療を受ける側との相互理解に役立てる．

２．作成の基本方針

１）本ガイドラインはエビデンスに基づいた現時点における適切な予防・診断と適正な治療
法の適応を示すものとする．
２）記述は可能な限りエビデンスに基づくことを原則とするが，エビデンスに乏しい分野で
は，従来の治療成績や理論的な根拠に基づいて注釈をつけた上で記述してもよい．
３）日常診療における推奨すべき予防・診断と治療法をエビデンスに基づいて検証すること
を原則とするが，評価が定まっていない，あるいはまだ普及していないが有望な治療法に
ついて注釈をつけて記載してもよい．

３．ガイドラインの利用

１）運動器疾患を診療する際には，このガイドラインに準拠し適正な予防・診断・治療を行う
ことを推奨する．
２）本ガイドラインは一般的な記述であり，個々のケースに短絡的に当てはめてはならない．
３）診療方針の決定は医師および患者のインフォームド・コンセントの形成の上で行われる
べきであり，とくに本ガイドラインに記載のない，あるいは推奨されていない治療を行う
際は十分な説明を行い，同意を得る必要がある．
４）本ガイドラインの一部を学会方針のごとく引用し，裁判・訴訟に用いることは本ガイドラ
インの主旨ではない．

４．改

訂

本ガイドラインは，運動器疾患診療の新たなエビデンスの蓄積に伴い随時改訂を行う．
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2014（第 2 版）の序
外反母趾は代表的な足部疾患でありその症例数も多い．術式は 150 種類以上あ
るといわれており，近年も新しい術式が開発されて試みられている．また実際の
診療では，装具療法や運動療法に代表される保存療法がまず行われるがその種類
も多い．外反母趾の病因や進行に影響を与える因子が様々な方面から研究されて
きたが，いまだ不明な点も多い．このような外反母趾診療を取り巻く環境の中で，
外反母趾診療ガイドラインの初版は 2008 年 11 月に出版された．検索された論文
は 1982 ～ 2002 年までのものであり，当代の第一線で活躍されている先生方によ
り中身の濃い診療ガイドラインが完成した．その後最近の 10 年余りでエビデンス
レベルの高いものを含む多くの論文や新しい治療法が発表されてきた．そこで日
本整形外科学会の依頼に基づき，日本足の外科学会により設置された委員会では，
2012 年から本格的に外反母趾診療ガイドライン改訂作業に着手した．
改訂作業では，初版の構成を踏襲しつつ新たに報告されたエビデンスを追加す
ることで，推奨グレード（Grade）や推奨の内容を加筆修正していくこととした．
その結果，改訂版では，検索を行った 2003 ～ 2012 年の範囲でヒットした 2,500 件
以上の論文のうち，199 件が新たに追加された．また，報告の多かった骨幹部骨切
り術については，新たな章として独立させた．そのため改訂版は初版よりも 1 章多
い 9 章で構成されることとなった．さらに，近年その報告が増えている最小侵襲手
術について遠位骨切り術の章に推奨を記述したことと，外反母趾手術に合併して
行う手術についての clinical question を新たに設けた（第 8 章）ことも今回の改訂
の特徴である．
診療ガイドラインは，診療方針に医療の標準化という概念を持ち込むための手
だてとして，過去の知見を客観的に評価して標準的な診療方針を示すものと位置
づけられている．しかし，個々の状況においてその診療方針を制限・束縛するも
のではなく，その目的は医療者と患者に偏りのない情報を提供することである．
本診療ガイドラインが，医療従事者の方々に広く活用されることを希望する．ま
た，この外反母趾診療ガイドラインは，解説や採用文献数も多いと思われるので，
外反母趾に関する文献集としても利用する価値があると考えている．
本診療ガイドライン改訂においては，委員の先生方にはお忙しい日常診療や研
究の時間を割いてご尽力を賜った．文献検索では日本医学図書館協会に作業いた
だき，委員会の運営・事務には日本足の外科学会と日本整形外科学会の事務局に
大変お世話になった．本書の編集作業には南江堂の担当者に多くのご配慮をいた
だいた．獨協医科大学越谷病院整形外科主任教授の大関覚先生には，委員会にお
いて貴重なご意見・アドバイスを受け，改訂版の刊行まで導いていただいた．こ
のように出版に至るまで多くの方々にご協力・ご支援を賜ったことに，この場を
借りて心より感謝申し上げたい．
2014 年 10 月
日本整形外科学会
外反母趾診療ガイドライン策定委員会
委員長

渡邉

耕太
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初版発行時の編集
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日本整形外科学会診療ガイドライン刊行にあたって
近年，健康や医療に対する人々の関心が高くなって
きている．骨，関節，脊椎などの「運動器疾患」につい
ては，これらの障害が日常生活での不自由さ，生活の
質の低下に直結することから，特に関心がよせられて
いる．また，医療における質と安全について国民の意
識も高まってきており，医療の高度化，複雑化などに
ともなう医療内容のばらつきの拡大も懸念されてい
る．これに対する取り組みの一つとして，国内外でさ
まざまな診療ガイドラインが作製され，公表されてき
ている．
診療ガイドラインは現在の膨大な医療情報を要約
し，利用しやすいようにまとめたものである．日本整
形外科学会では，2002（平成 14）年度に診療ガイドライ
ン委員会をつくり，その作成をスタートさせた．関連
学会とも協力し，これまで「腰椎椎間板ヘルニア」，
「頚
椎症性脊髄症」，
「大腿骨頚部 / 転子部骨折」，
「軟部腫
瘍診断」
，
「頚椎後縦靱帯骨化症」，
「前十字靱帯（ACL）
損傷」，
「上腕骨外側上顆炎」，
「骨・関節術後感染予防」，
「アキレス腱断裂」
，
「変形性股関節症」の診療ガイドラ
インを，また一般患者向けに「患者さんのための頚椎
後縦靱帯骨化症ガイドブック—診療ガイドラインに
基づいて」，
「手足のしびれ，歩きにくい症状がある方
に—診療ガイドラインに基づいた頚椎症性脊髄症ガイ
ドブック」を出版してきた．そして，この度，一般にも
関心の高い「外反母趾診療ガイドライン」を出版でき
る運びとなった．

診療ガイドラインの目的は，医療現場で医師と患者
の合意形成を助け，治療法の選択が適切に行えるよう
に支援することにある．その内容はすべての患者の状
況をカバーしているわけではなく，したがって医療判
断を強要するものではないことは，使用するにあたっ
て重要な点がある．個々の患者に対する判断は，あく
まで患者の状況などを考慮し個々の患者に適した内容
でなければならない．
日本整形外科学会では，良質の運動器医療を提供す
る学会活動の一環として，今後とも診療ガイドライン
の作成，その普及，浸透を図っていく予定である．ま
た，ガイドラインを作成しこれらをさらに充実したも
のにしていくには，ガイドラインの根拠となる臨床
データが必要である．そのような臨床研究の推進も
図っていかなければならない．
本診療ガイドラインは，診療ガイドライン委員会，
関連学会の担当された先生方を始め，多くの方々の多
大なご尽力により完成したものである．お世話くだ
さった方々に，改めてお礼を申し上げたい．
このガイドラインが，運動器診療の中で広く活用さ
れ，国民の健康維持に役立つことを期待している．
2008 年 9 月
日本整形外科学会理事長

中村耕三

外反母趾診療ガイドライン（初版）の序
日本整形外科学会の診療ガイドラインは，日常診
療において質の高い医療を提供するための拠り所と
して，また，医師と患者さんのインフォームドコンセ
ント獲得および治療方針選択を助ける手引きとして，
2002（平成 14）年から策定が始められた．
まず，11 疾患に対する診療ガイドライン策定に着手
し，2005（平成 17）年から 2008（平成 20）年までに 10
疾患の診療ガイドラインが完成した．2007（平成 19）
年には新たに 3 疾患の診療ガイドライン策定が決定し
た．また，2 疾患については，
「診療ガイドラインに基
づいた患者のためのガイドライン」が上梓された．本
ガイドラインは，11 疾患めのガイドラインである．
診療ガイドラインの策定にあたっては，まず，国内
外の科学論文を広範囲に収集し，その論文を科学的根
拠に基づいて評価し，それぞれの疾患のエキスパート
が厳密な査読を行ってエビデンスレベルを決定した．
日常診療において直面する疑問（リサーチクエスチョ
ン）を設定し，集積したエビデンスに基づいて，それぞ
れのリサーチクエスチョンに対する推奨内容および推
奨度を示した．推奨内容と推奨度は，ガイドライン策
定委員が慎重な討議を重ね，かつパブリックコメント
での客観的な評価を踏まえて示したものである．ただ

し，診療ガイドライン策定を行った時点で十分なエビ
デンスが確立していない内容の場合は，エキスパート
オピニオンを踏まえ，策定委員が推奨度を設定した．
診療ガイドラインはエビデンスの集約ではなく，エ
ビデンスに基づいた診療の手引きである．また，60 〜
95％程度の患者さんについて，エビデンスに基づいた
選択肢を提示したものである．したがって，すべての
患者さんあるいはすべての臨床的局面に対応できる標
準的な治療指針ではない．また，個々の医師の決定権
を制限するものでもない．この点を十分念頭においた
上で診療ガイドラインを活用していただきたい．
診療ガイドライン策定に尽力された策定委員の先生
方，パブリックコメントに建設的な意見を寄せていた
だいた会員の皆様，および委員会運営に力強い支援を
くださった多くの方々にお礼を申し上げたい．
2008 年 9 月
日本整形外科学会
診療ガイドライン委員会委員長

久保俊一
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文

はじめに
日本整形外科学会（日整会）の事業として，整形外科領域の代表的な疾患の 1 つ
である外反母趾の診療ガイドラインが作成された．初版は 1982 年から 2002 年まで
の論文が検索され，2008 年 11 月に発行された．ここ 10 年あまりでエビデンスレベ
ルの高いものを含む多くの論文や新しい術式が発表された．そこでそれらを新た
に検討し改訂を行うべく，2012 年から委員会として本格的な活動に入った．
医療では，かつて “ 医のパターナリズム ”，すなわち医療者側が一方的に治療方
針を決定し，患者は「おまかせします」という関係がみられた．しかし，今やイン
ターネットをはじめとする種々の手段により，患者も医療に関する情報を容易に
入手できる時代となった．その一方で，情報の質に関しては必ずしも担保されて
いない．とかくマスメディアは新しい技術をニュースとしてとりあげることが多
く，またコマーシャリズムの影がちらつく場合もある．また医療者個人の経験，信
念に基づいて書かれた教科書には数々の名著はあるが，必ずしも普遍的なものと
はいえない．このような状況においてエビデンスに基づいて作成された診療ガイ
ドラインの価値は，診療方針に医療の標準化という概念を持ち込むための手だて
として，過去の知見を客観的に評価して標準的な診療方針を示すものである．
日整会は国民の運動器の傷病に対して良質な医療を提供するため，専門医制度
を整備してきた．診療ガイドラインを通じて日整会専門医の備えるべき知識・技
術を標準化することにより，国民にいつ，どこでも，偏りのない一定水準以上の整
形外科医療が保障されることを目指している．
すなわち，医療者も患者も診療ガイドラインをもとに個々の状況に応じた診療
方針を議論し，同意のうえ診療が行われることになり，“ 説明と同意 ” の基本とな
る材料が提供されることになる．当然のことながら診療ガイドラインは，個々の
状況においてその診療方針を制限・束縛するものではなく，医療者と患者に偏り
のない情報を提供することを目的とする．

2

本ガイドラインにおける外反母趾の定義
足は人間の二足歩行の基盤を成す器官であり，安定した直立二足歩行が可能と
なった人間は，手を移動の手段ではなく，道具を用い創造的な作業に用いること
で高度な文化を発展させてきた．古来，幼少より屋内でも靴を履く習慣のある欧
前

文

1

米では，外反母趾のバニオン（bunion）を始めとした足部の有痛性障害に対し，治
療靴の開発が行われてきた．わが国では，靴を履く習慣がなかったため，近年にな
るまで外反母趾が治療対象となることは少なかった．しかし，生活習慣の欧米化，
すなわち靴の装用の機会が増えたことにより，わが国でも治療対象が増加傾向に
ある．しかし，治療が何を目指して行われるか，有痛性障害の改善なのか，変形矯
正を目指すのか，あるいは両者なのか，手術をはじめとする介入の効果の判定は
何によるのか，診療現場で解決すべき問題は多い．
外反母趾では，第一中足趾節関節で基節骨が中足骨に対して外反・回内して，
第一中足骨頭が内側に突出し，その部の軟部組織の肥厚（バニオン）がみられると
いう記載については異論のないところであろう．しかし，基節骨の外反角度が何
度以上を外反母趾とするか，またその測定法は，というと必ずしもコンセンサス
が得られていない（第 1 章「病因・病態・診断」を参照）
．本ガイドラインでは外反
母趾角（HV 角）20°
以上を外反母趾とすることとした．

3

本ガイドラインの構成
診療ガイドラインの作成にあたっては，臨床上の疑問（クリニカルクエスチョ
ン）に答えるかたちで，臨床疫学的に精度の高い研究論文を選択，査読し，回答，
勧告を呈示するという手法が用いられる．改訂版を作成するにあたっては，初版
の記述をもとにして新たに発表された論文を吟味し，必要に応じてその記述やエ
ビデンスレベルの変更を行った．また scarf osteotomy に代表されるような骨幹部
骨切り術の報告が増えていたことから，新章として骨幹部骨切り術を独立させ追
加した．さらに，第 8 章「手術：その他」に「外反母趾手術に合併して行う手術」に
ついてのクリニカルクエスチョンを追加した．
本ガイドライン作成にあたっては，
第1章

病因・病態・診断

第2章

疫学

第3章

保存療法

第4章

近位骨切り術

第5章

骨幹部骨切り術

第6章

遠位骨切り術

第7章

遠位軟部組織手術

第8章

手術：その他（切除関節形成術，関節固定術，人工関節置換術，外反母
趾手術に合併して行う手術）

第9章

予後

と章を振り分け，各担当委員のグループで文献選択，文献査読，アブストラクト
フォーム作成が行われた．

2
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文

4

文献検索法と，本ガイドライン作成の手順
本ガイドラインでは，文献検索に関して対象を英語および日本語として，英語
論文は PubMed，Cochrane Library から，日本語論文は医学中央雑誌から，それ
ぞれ 2003 〜 2012 年の範囲で外反母趾の論文を検索式（表 1）に基づいて検索した．
検索式に基づいてヒットした文献数は，PubMed，Cochrane Library が 1,246
件，医学中央雑誌が 1,189 件で，この後さらにハンドサーチにて 116 件を追加し
た．上記にて収集した文献を査読し，一次選択した文献数は，PubMed，Cochrane
Library から 356 件，医学中央雑誌から 123 件であった．
これらについて各章ごとに，フルテキストを取り寄せて作成したアブストラク
トフォームの件数は 284 件であった．このうち，本ガイドラインに採用したアブス
トラクトフォームの件数は 199 件であった．
これらの採用された文献から各章のクリニカルクエスチョンごとに，科学的記
述を含めた推奨度と要約を作成して，質問に対する回答とその根拠を記述し，委
員会全体で内容について吟味した上で記載した（表 2，3）
．

表1

検索式

[PubMed，Cochrane Library]
#1
#2
#3
#4

hallux valgus
hallux abductus
bunion*
Foot Deformities[MH] AND (planovalgus OR valgus OR abductus
OR pronatus)

[ 医中誌 ]
（外反 and 扁平足）or 外反足 /AL or 外反母趾 or バニオン or bunion

表2

エビデンスレベルの分類

Ⅰa

RCT の meta-analysis または systematic review

Ⅰb

RCT

Ⅱ

CCT および cohort study

Ⅲ

case-control study

Ⅳ

case series

Ⅴ

case report

Ⅵ

その他
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推奨 Grade 分類

Grade

内

A

行うよう強く推奨する
強い根拠に基づいている

容

内容補足
質の高いエビデンスが複数ある

B

行うよう推奨する

質の高いエビデンスが 1 つ，または中等
度の質のエビデンスが複数ある

C

行うことを考慮してもよい
弱い根拠に基づいている

中等度の質のエビデンスが少なくとも 1
つある

D

推奨しない
否定する根拠がある

肯定できる論文がないか，否定できる中
等度までの質のエビデンスが少なくと
も 1 つある

I

委員会の審査基準を満たすエ
ビデンスがない，あるいは複
数のエビデンスがあるが結論
が一様でない

まとめと今後の課題
良質な診療ガイドラインを作成するためには，エビデンスレベルの高い論文が
豊富に必要である．しかし高血圧や糖尿病の診療ガイドラインと異なり血圧や血
糖値など明らかな指標を用いにくい整形外科疾患においては，必ずしも均一とは
いえない集団に対して行われる手術をはじめとする多種の介入の結果に，エビデ
ンスレベルの高い研究を望むべくもない．結果として専門家の主観的意見による
推奨・勧告で補わざるを得ない．本ガイドラインの作成は，前項の手順で行われ
たが，外反母趾に関するエビデンスレベルの高い論文は少なく，クリニカルクエ
スチョンに対する推奨度の高い回答，推奨を呈示することは容易ではなかった．
そこで，各章ごとに「はじめに」
「本章のまとめ」
「今後の課題」というかたちで，担
当した委員の専門家としての意見を委員会で協議の上，記述した．このような限
界はあったが，現時点におけるエビデンスを整理し，一定の診療指針を呈示でき
たことは，医療者，患者にとって有意義なことと考える．今後，日整会，日本足の
外科学会が専門家集団として多施設共同研究を行い，エビデンスの補完につとめ，
当ガイドラインの改訂がなされることが課題である．また第 2 版の作成の際には，
第 7 章「遠位軟部組織手術」については新たなエビデンスとなる論文はほとんど見
つからなかった．委員会では軟部組織単独の術式は過去の術式になったと認識さ
れた．次回の改訂では遠位軟部組織手術の位置づけ（一章を費やすか，その他の手
術に組み入れるかなど）について検討が必要と思われる．
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章

はじめに
外反母趾とは母趾中足趾節関節（MTP 関節）で母趾が外反した変形で，本ガイ
ドラインでは外反母趾角（HV 角）20°以上を外反母趾とした．すなわち外反母趾と
は母趾が母趾 MTP 関節で外転し，内側が突出した状態をいう．この第一中足骨頭
内側の軟部組織あるいは骨性隆起は「バニオン（bunion）」と呼ばれ，以前は外反
母趾の同義語に用いられることが多かった．しかし外反母趾の研究が進み，その
病態が徐々に解明されるに従い，
「バニオン」と外反母趾とは区別して使われるよ
うになった．また外反母趾は母趾のみの変形ではなく，最近では足部全体の変形
として考えられるようになってきた．外反母趾の特徴を挙げると以下のように考
えられている．
①第一中足骨の内反（metatarsus primus varus）
②母趾 MTP 関節部の突出（bunion）
③母趾の基節骨の外転，回内変形
④開張足
短母趾屈筋，母趾外転筋，母趾内転筋などの底側の筋群は関節包，足底腱膜と
ともに基節骨に付着している．また種子骨は短母趾屈筋の腱内に存在し，種子骨
靱帯を介して基節骨に付着している．長母趾屈筋は種子骨の間を通過し，末節骨
に付着している．母趾の基節骨は，中足骨頭を中心に基節骨に付着している筋群
の内外側のバランスによりその位置が保たれている．しかし第一中足骨の内反
（metatarsus primus varus）が生じると，短母趾屈筋，母趾外転筋，母趾内転筋な
どの筋群・足底腱膜・種子骨などが一塊となって外側に移動し，基節骨は外反・
回内する．このため母趾の回内，種子骨の外側亜脱臼，母趾外転筋の底側転位が生
じる．また第一中足骨の内反により，母趾 MTP 関節列は横幅が広がり，前足部中
央の第二，第三中足骨頭部分が低下し，開張足変形が生じることがあるといわれ
ている．しかしこれらの外反母趾に伴う変形や病因，外反母趾を評価するための
足部 X 線像の撮影方法，足部 X 線像から得られる測定値の測定方法，外反母趾の
診断基準などに関し統一されたものはなく，明確なエビデンスも示されていない．
本章ではあらかじめ立案されたクリニカルクエスチョンの中から，外反母趾の
要因，外反母趾における足部 X 線像の撮影方法，外反母趾の X 線計測，外反母趾と
扁平足・開張足との関係について検討した．2008 年発行の第 1 版では，1982 年〜
2002 年における論文が検索対象となった．今回の改訂では，2003 年〜 2012 年にお
ける論文を検索した．それぞれのクリニカルクエスチョンに対して，エビデンス
レベル（EV level）Ⅲ以上の論文は原則として残した．EV level Ⅳであっても症例
数が 50 以上の論文を中心に選択した．最終的には 29 編（英語論文 21 編，日本語論
はじめに
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文 8 編）の論文を新たに採用した．また，推奨も記載を一部改め，追加して 12 個と
なった．

本章のまとめ
外反母趾とは母趾 MTP 関節で母趾が外反した変形で，本ガイドラインでは HV
角が 20°以上を外反母趾とした．これまで報告されている多くの要因の中で外反
母趾の原因として断定できるものはなかった．この解剖学的要因の中で，第一中
足骨内反は外反母趾と関係があるとする報告が多い．外反母趾の原因が第一中足
骨内反とした報告もある一方で，外反母趾の原因として確定できないとする報告
もある．これまで第一中足骨内反は，主に第一 - 第二中足骨間角（M1-M2 角）を用
いて評価されてきたが，M1-M2 角は第二中足骨の外反を表しているという理由
で，第一中足骨軸と内側楔状骨の軸のなす角度を使用すべきであるとする意見も
ある．今後この点に関し詳細な検討が必要である．
第一足根中足関節（TMT 関節）の不安定性と外反母趾の変形については，今回
の改訂に際して，多くの新しい知見がみられた．TMT 関節の不安定性が，外反母
趾発症の原因なのか，または外反母趾変形の結果の症状なのかについては，いま
だ議論の的となっている．TMT 関節が外反母趾の原因であるならば，TMT 関節
を固定しなければ根本的な治療にはならない．しかし，TMT 関節の不安定性を認
める症例においても，骨切り術で不安定性が改善することが明らかになった．こ
の結果より，TMT 関節の不安定性は，外反母趾の原因ではなく変形の結果の症状
であると推察している．TMT 関節の不安定性は，足底腱膜が関与していると推察
する報告もあるが，明確にはなっておらず今後の検討が必要である．外反母趾で
はギリシャ型や正方形型よりエジプト型が多く，外反母趾発症に足趾の長さが関
係しているとした報告がある．しかし外反母趾では第一中足骨が内反し，母趾が
外側に傾斜していることから，外反母趾発症に母趾の長さが関係しているとは一
概にいえないという研究者もいる．
全身性関節弛緩と外反母趾との関連についての報告は多くない．これまでに有
症状や若年者の外反母趾は全身性関節弛緩と関連があると報告されているが，外
反母趾発症と全身性関節弛緩との関係を詳細に検証したものはない．
外反母趾では足部 X 線像の撮影条件の違いにより計測値に違いが出る可能性が
あるといわれている．足部単純 X 線像の HV 角は非荷重位より荷重位のほうが大
きくなるため，荷重位での X 線撮影が推奨されている．足部 X 線撮影時の管球の
方向，撮影肢位，照射の中心，管球までの距離，カセッテの位置についての明確な
エビデンスはない．また足部 X 線像から得られる計測値は第一中足骨軸の取り方
によって大きく異なり，したがって手術前後の評価に大きく影響する可能性があ
る．また，近年，高解像度モニターを用いたコンピューターで計測する方法が用手
的な方法と比較して信頼性が高いとする報告も散見される．今後外反母趾の調査
研究を行う場合，足部 X 線像の撮影条件，測定値の測定方法など一定の条件での
比較・検討が必要であると考える．

今後の課題
外反母趾発症の解剖学的要因は扁平足や開張足変形，第一中足骨内反，TMT 関
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節の不安定性，足趾の長さ，全身性関節弛緩などが挙げられているが，これらの
解剖学的要因に関する論文でエビデンスの高いものは多くない．今回の改訂では，
TMT 関節の不安定性については，多くの深い知見が散見された．しかし，TMT
関節の不安定性が外反母趾変形の要因なのか，結果なのかはいまだ議論の余地が
多く，結論づけるには至らなかった．また今回のガイドラインでは HV 角が 20°以
上を外反母趾として検討したが，境界領域の外反母趾の診断はいまだ確立されて
いない．外反母趾の原因検索や外反母趾の診断基準作成のためには，今後多施設
での共同研究が必要になってくると考えられる．
しかしこのような共同研究を行うためには，足部 X 線像の撮影条件や X 線像の
計測方法の統一が必要である．撮影肢位，カセッテの位置，照射の中心，管球の方
向，管球までの距離などの違いで計測値に違いが生じる可能性がある．足部形態
は足部の肢位の影響を受けることから，撮影条件の中で最も注意を要するものは
撮影肢位である．外反母趾の X 線撮影では荷重位が推奨されている．荷重位では
両脚立位・片脚立位の違いにより，足部に加わる荷重量の違いから，足部形態の
変化が生じる．また距骨下関節の軸が傾斜していることから，下腿の回旋により
距骨下関節が内外反し，足アーチの形態も変化する．したがって下腿に対する足
部の回旋も重要な因子の 1 つである．また片脚立位で被検者に支えを持たせない
場合，足アーチが変化することが知られている．安定した X 線像を得るためには
手すりなど周囲の環境にも配慮する必要がある．またカセッテと管球に対する足
部の位置でも X 線像が変化することから，足部の X 線撮影では荷重の方法，下腿
に対する足部の回旋角度，脚長に対する両足の間隔，片脚起立の方法，カセッテ
と管球に対する足部の位置などに配慮する必要があると思われる．しかし足部 X
線撮影時の足部形態に影響を与える撮影条件はこのほかにも存在する可能性があ
り，今後も引き続き詳細な基礎研究が必要である．
さらに第 2 章「疫学」で人種の違いが検討されるが，人種の違いによる病因や病
態の違いに関し詳細に検討された報告は少なく，今後外反母趾の診断基準を決定
する場合，日本人独自の診断基準をも念頭においた検討がなされる必要があると
考える．以上をまとめると，今後の課題は外反母趾の原因の検索，足部 X 線像の撮
影方法の確立，外反母趾の診断基準の作成であると考えられる．

今後の課題

7

Clinical Question

外反母趾の診断および重症度分類は
どのように行われるか

1

推
Grade Ⅰ

奨

HV 角が 20°以上は外反母趾と診断する．
フットプリントや足外郭線も計測に用いられる．

Grade Ⅰ

背景・目的
外反母趾の診断は一般的に足部単純 X 線像による HV 角で行われる．HV 角の正
常値，外反母趾重症度分類について統一された見解はなく，外反母趾の診断と重
症度分類について検討した．また，X 線像以外の診断方法についても検討した．

解

説
外反母趾の診断および重症度の評価は一般的に HV 角で行われている．高倉
（EV level Ⅵ 1））は HV 角の正常値を 9°～ 15°とし，軽度を 20°未満，中等度を 20°
以上 40°未満，重度は 40°以上としている．Regnauld は母趾の外反度を第二中足骨
軸（足の長軸）と第一中足骨の軸を基準線として測定している．また第一中足骨の
内反度は，第二中足骨軸（足の長軸）に対する第一中足骨の内反の角度として測定
している．そして外反母趾の重症度を母趾の外反度と第一中足骨の内反度から 3
段階に分類している．
• 母趾の外反度
1 度：足の長軸に対して 10°
～ 20°，第一中足骨に対して 10°
～ 40°
2 度：足の長軸に対して 20°
～ 40°，第一中足骨に対して 40°
～ 60°
3 度：足の長軸に対して 40°
以上，第一中足骨に対して 60°以上
• 第一中足骨の内反度
1 度：5°
～ 20°
2 度：20°
～ 25°
3 度：25°
以上
Coughlin（EV level Ⅳ 2））は HV 角の正常値を 15°以下とし，外反母趾の重症度
分類は軽度を HV 角 20°以下，中等度を HV 角 20°～ 40°
，重度を HV 角 40°以上と
している．また Durman（EV level Ⅲ 3））は外反母趾における HV 角の正常値は
20 °以下としている．山本（EV level Ⅳ 4））は健常成人女性 20 例 20 足のデータ分
析から HV 角 21°以上を外反母趾とした．以上のように外反母趾の診断および重症
度分類は研究者により異なっている．臨床的にも境界領域の外反母趾が存在し，
外反母趾変形がほとんどないにもかかわらず外反母趾と同様なバニオンの疼痛を
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訴える例があり，外反母趾の診断に苦慮する場合がある．しかしこれまでの報告
から少なくとも HV 角 20°以上は外反母趾としてよいと考えられる．本ガイドライ
ンでは外反母趾の重症度分類を，以上のことを参考に次のように定めた．
• 外反母趾の重症度分類
軽度：HV 角が 20°
～ 30°
中等度：HV 角が 30°
～ 40°
重度：HV 角が 40°
以上
また，低侵襲の検査法も散見された．フットプリントを用いる計測，足の外郭線
を用いる方法
（EV level Ⅳ 5））
，足型測定器による計測
（EV level Ⅲ 6））
，ゴニオメー
ターを使用する方法（EV level Ⅱ 7）），普通写真（EV level Ⅱ 8）），自己判断による
もの（EV level Ⅳ 9））等である．HV 角を単純 X 線像，フットプリントの接地面を
利用する方法，足外郭線を利用する第一趾側角度，靴研式計測法で計測したとこ
ろ，4 者間には高い相関関係が認められた（EV level Ⅳ 5））．また，フットプリント
と単純 X 線像では，高い相関関係を認め，単純 X 線像で HV 角 20°は，フットプリ
ントでは 16°となり，フットプリントで 16°以上が外反母趾の診断基準とする報告
もみられた（EV level Ⅳ 10））
．
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Clinical Question

2

外反母趾の解剖学的要因にはどのようなものがあるか
推

Grade Ⅰ

奨

外反母趾の原因には内的要因や外的要因が挙げられるが，確定できる
ものはない．

Grade Ⅰ

第一中足骨の内反は，外反母趾の病因であるとは確定できない．
TMT 関節の不安定性は，外反母趾と相関するが，病因なのかは確定で
きない．

Grade Ⅰ
Grade Ⅰ

初期の外反母趾において第一中足骨と母趾が長いことで，靴や荷重の
影響により外反母趾が発症する．

背景・目的
外反母趾の変形は，第一中足骨が TMT 関節で内反し，基節骨が母趾 MTP 関節
で外反かつ回内し，中足骨頭が内側に突出している状態である．解剖学的要因と
しては，第一中足骨の内反，TMT 関節の不安定性，足趾の長さ，全身性関節弛緩
などがいわれている．本項では，外反母趾の要因についての研究の文献を検索し，
どの程度まで解明されているかを検討した．

解

説
外反母趾の解剖学的要因の中から，これまで検討がなされてきた第一中足骨内
反（metatarsus primus varus）
，TMT 関節の不安定性，足趾の長さ，全身性関節
弛緩について調査した．

1

第一中足骨内反（metatarsus primus varus）
外 反 母 趾 と 第 一 中 足 骨 の 内 反 と の 関 連 を 最 初 に 報 告 し た の は，1912 年 の
Edwald である．1925 年 Truslow は，第一中足骨内反を第一楔状骨に対する第一
中足骨の異常な内側への傾きと定義した．そしてこれまでに多くの研究者（EV
level Ⅲ 3, 4, 8），EV level Ⅳ 2, 5-7），EV level Ⅵ 1））が外反母趾と第一中足骨の内反
との関係を報告している．この中で Mitchell（EV level Ⅲ 8），EV level Ⅳ 6），EV
level Ⅵ 9））らは，外反母趾の変形と第一中足骨の内反には明らかな関連があり，
外反母趾の原因が第一中足骨内反であるとした．Hardy（EV level Ⅳ 7））らは，外
反母趾の変形と M1-M2 角に強い正の相関があったと報告したが，第一中足骨内
反を外反母趾の原因とは確定していない．また，外反母趾初期の段階として HV
角 15°～ 30°と HV 角 15°以下の 2 群間を比較したところ M1-M2 角は有意差は認め
るも過度の内反ではなく，第一中足骨内反は外反母趾変形の原因というより結果
であると報告した（EV level Ⅲ 10））
．第一中足骨内反の X 線学的評価の方法につ
いても意見が分かれている．Truslow は，第一中足骨内反を第一楔状骨に対する
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第一中足骨の異常な内側への傾きと報告している．その後 Peabody は，1931 年に
M1-M2 角を用いて第一中足骨内反を評価し報告した．この論文以降，第一中足骨
内反を評価するのに M1-M2 角を用いた報告が多い（EV level Ⅳ 2））．しかし 1979
年 Houghton（EV level Ⅳ 11））は，M1-M2 角は第二中足骨の外反を表していると
し，metatarsus primus varus を評価するのに第一中足骨軸と第一楔状骨の角度
（MTPV angle）を使用すべきであるとする意見もあり，今後議論が必要である．

2

TMT 関節の不安定性
TMT 関節の不安定性を示す first ray mobility は，Morton が最初に提唱した．
Klaue が ankle-foot orthosis を改良した簡単な装具の Klaue device を用いて評価
した．矢状面で９ mm 以上の動きを hypermobility と定義した．その後 Glasoe が，
Klaue device を 改 良 し，８ mm 以 上 の 背 側 の 動 き を hypermobility と し た（EV
level Ia12））
．この hypermobility は，HV 角，M1-M2 角と相関を認めた（EV level
Ⅳ 13））
．しかし，hypermobility が外反母趾の発症の原因なのか，変形の結果なの
かは，足の外科領域においても議論の的になっている．Coughlin（EV level Ⅳ 14））
は，屍体を用いた基礎実験において，近位骨切り術と軟部組織再建術を施行した
術前後で，first sagittal motion が変化するかを Klaue device で検討したところ，
有意差をもって減少したと報告した．すなわち，TMT 関節を処置することなく，
first ray mobility が安定したことから，first ray mobility は外反母趾の原因ではな
く，結果であると推察した．また，Grebing（EV level Ⅲ 15））は，健常群（A 群），外
反母趾群（B 群）
，MTP 関節固定群（C 群），足底腱膜切離群（D 群）で Klaue device
を用いて足関節の肢位による first ray motion の変化を計測したところ，A，B，C
群は，底屈位で有意に first ray motion が増加したのに対し，D 群では，差を認め
なかった．足底腱膜を切離した D 群で足関節中間位，底屈位で first ray mobility
が変化しなかったことから，足底腱膜が first ray mobility を安定化させる要素で
はないかと推察している．一方，Martin（EV level Ⅲ 16））は，歩行中の足部側面の
透視画像の評価で，first ray mobility は，コントロール群，外反母趾群で差は認め
なかったとしている．
また，手術においても，TMT 関節の first ray hypermobility を伴った症例で，
骨切り術を施行した術前後で first ray hypermobility が有意に減少したとする報
告がある（EV level Ia19），EV level Ⅲ 18），EV level Ⅳ 17, 20））．外反母趾の病因を
TMT 関節の hyper mobility とするのであれば，本来であれば，この関節を固定す
る Lapidus 法が理にかなっている．しかし，骨切り術においても不安定性は改善
されるため，first ray hypermobility は外反母趾の変形の結果であり，病因ではな
いと推察している．

3

足趾の長さ
外反母趾の発症に関して母趾の長さは，エジプト型のように第一趾が第二趾よ
り長い場合は，靴の影響や荷重の影響により外反母趾を発症することが指摘され
てきた．加藤（EV level Ⅳ 21））は前足部と外反母趾の関係について調査し，外反母
趾にはエジプト型がギリシャ型や正方形型より多く，外反母趾発症に対して足趾
の長さが関与することを示唆しているが，これに反して田中（EV level Ⅲ 22））は
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外反母趾では第一中足骨内反と第一趾が外側に傾斜していることから，第一趾の
長いものが外反母趾になるとはいえないとしている．しかし，外反母趾初期の段
階として，HV 角 15°〜 30°と HV 角 15°以下の 2 群を比較したところ，第一中足骨
の相対的突出度，第一中足骨，基節骨，母趾長は，外反母趾初期群で有意に長かっ
たと報告した．また，HV 角と中等度から弱い相関を認めたことから，初期の外反
母趾においては，母趾が長いということは，外反母趾変形の要因になる可能性が
あるとしている（EV level Ⅲ 23））
．

4

全身性関節弛緩
全身性関節弛緩と外反母趾との関連についての報告は少ない．有症状の外反母
趾（EV level Ⅲ 24））や若年者の外反母趾と全身性関節弛緩（EV level Ⅲ 25））との
関連を指摘した報告があるが，外反母趾の重症度と全身性関節弛緩とは関連性が
なく，外反母趾発症の要因とは断定できない．
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Clinical Question

3

外反母趾の X 線評価はどのように行うか
推

Grade C

奨

外反母趾の足部 X 線撮影では非荷重位より，荷重位のほうが推奨され
る．

Grade C

第一中足骨軸の取り方によって術前後の計測値が大きく違ってくる可
能性がある．

Grade Ⅰ

足部 X 線像の管球の方向，撮影肢位，照射の中心，管球までの距離，カ
セッテの位置などの撮影条件の違いにより，外反母趾の指標となる計
測値に違いが出る．

Grade Ⅰ

推奨できる足部 X 線像の撮影条件は確定されたものはない．
高解像度モニターを用いたコンピューターによる計測は有効である．

Grade Ⅰ

背景・目的
外反母趾の X 線撮影は，患者の撮影肢位，照射の中心，管球の方向，管球までの
距離，カセッテの位置など，報告者によりいろいろ違った条件で行われてきた．外
反母趾の診断や治療に有用な足部 X 線像の撮影方法を検討した．

解

説
1

X 線像の撮影方法
外反母趾の評価には足部 X 線像が用いられるが，その撮影条件で定まったもの
はない．管球の方向，撮影肢位，照射の中心，管球までの距離，カセッテの位置な
どの撮影条件の違いにより計測値に違いが出ることが報告されている（EV level
Ⅲ 1），EV level Ⅵ 2））
．
これまでの報告の撮影肢位を荷重の有無で分けると，
･ 荷重位（EV level Ⅲ 1, 16），EV level Ⅳ 5），EV level Ⅵ 3, 4, 6-15））
･ 非荷重位（EV level Ⅲ 16），EV level Ⅵ 2, 17-19））
に分けられる．
荷重位撮影では両脚起立（EV level Ⅵ 3, 6, 8-11, 20）），片脚起立（EV level Ⅲ 1），EV
level Ⅵ 7））が存在した．
管球の傾きについては論文に記載があるものとないものとがあったが，記載
されているものでは垂直方向に対しての傾斜角度で記載されていた．垂直方
向に対して 20°の傾斜（EV level Ⅵ 3, 11）），15°の傾斜（EV level Ⅲ 1），EV level
Ⅵ 6, 9, 10, 17, 20））
，垂直方向（EV level Ⅵ 21））であった．
照 射 の 中 心 は 両 足 の 間 で，tarsometatarsal level（EV level Ⅵ 11）），midtarsal
joint（EV level Ⅵ 8））
，2-tarsometatarsal joint（EV level Ⅲ 1），EV level Ⅵ 6））
，
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navicula（EV level Ⅵ 10））
，第二中足骨頭（EV level Ⅵ 21））であった．
管球までの距離は 40 インチ（EV level Ⅵ 3, 11）），100 cm（EV level Ⅵ 3, 8, 21）），10
フィート（EV level Ⅵ 9, 17, 20））
，48 インチ（EV level Ⅵ 20））であった．
撮影肢位，照射の中心，管球の方向，管球までの距離，カセッテの位置などの撮
影条件を外反母趾で比較検討した報告はほとんどなく，推奨でき得る X 線像の撮
影条件は見出し得なかった．しかし，田中は，非荷重時と荷重時の足部背底像 X 線
像から HV 角，M1-M2 角，M2-M3 角，M3-M4 角，M4-M5 角，M1-M5 角を計測し，
外反母趾の構造的な評価を行う上で荷重時の X 線撮影が必要であるとしている．
（EV level Ⅲ 1））
．また，荷重のかけ方であるが，HV 角，M1-M2 角，M1-M5 角で，
自然荷重と後足部荷重では有意差はなかったが，前足部荷重では値が大きく，有
意差を認めたとしている（EV level Ⅳ 26））．撮影肢位，照射の中心，管球の方向，
管球までの距離，カセッテの位置などの撮影条件を外反母趾例で検討した報告は
ほとんどなく，推奨でき得る X 線像の撮影条件は見出し得なかった（図 1 ～ 3）
．

坐位
（非荷重位）

図1

外反母趾の X 線撮影法（1）

正面
（荷重位），両脚立位

図2

立位
（荷重位）

側面
（荷重位），両脚立位

外反母趾の X 線撮影法（2）
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図3

2

足部正面 X 線像

HV 角と M1-M2 角の測定方法
① HV 角の測定
• 方法 1：第一中足骨の長軸と第一基節骨の長軸で測定（EV level Ⅵ 21, 22））
• 方法 2：第一中足骨の骨幹部の二等分点と基節骨の軸（近位および遠位の関
節面の中点を結ぶことで得られる）で測定（EV level Ⅵ 23））
② M1-M2 角の測定
• 方法 1：第一中足骨の長軸と第二中足骨の長軸（EV level Ⅵ 12, 22, 24））
• 方法 2：第一中足骨と第二中足骨の骨頭と基部の二等分線
• 方法 3：第一中足骨と第二中足骨の骨幹部の二等分線（EV level Ⅵ 21, 23））
• 方法 4：第一中足骨の近位および遠位の関節面の中心と第二中足骨の長軸
• 方法 5：第一中足骨の骨頭および基部の中心を結んだ線と，足の長軸に平行
で第二中足骨の骨頭を通過するライン（EV level Ⅵ 13））
（図 4）
以上のように外反母趾を評価する方法として主に HV 角と M1-M2 角が用いら
れているが，この測定方法について検討した報告は少ない．Schneider（EV level
Ⅳ 5））は HV 角や M1-M2 角の測定点の違いによる測定値の違いを検討する目的で，
chevron 法による骨切り術前後の HV 角・M1-M2 角とそれぞれの改善角度を求め，
それぞれの測定方法間での有意差を求めている．基節骨・第二中足骨の骨軸は同
じラインとし，第一中足骨の軸の取り方を 5 種類の違った方法で計測した場合，第
一中足骨軸の取り方によって HV 角および M1-M2 角の改善角に違いがあること
を指摘し，いろいろな方法の中で近位関節面と遠位関節面の中心を結んだ線を用
いる方法が様々な手術の影響を受けにくいとしているが，外反母趾の評価法とし
てどの測定方法がよいのかについて明確なエビデンスはない（EV level Ia27））
．ま
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X
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1/ 2c
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1cm

1cm
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1cm

1cm
1cm

1cm

1cm

MH1

Y

PPB1

MB1

NC

Coughlin（文献3より）

図4

MB2

Tanaka（文献1より）

X 線像からの HV 角，M1-M2 角の計測法

た Coughlin（EV level Ⅳ 25））は HV 角や M1-M2 角の計測による誤差について検
討し，M1-M2 角のほうが HV 角よりも検者間の誤差が少ないと報告している．ま
た，最近では，高解像度モニターを用いたコンピューターで計測する方法が広まっ
ている．コンピューターを用いた方法と用手的な方法で HV 角，M1-M2 角，IPA
（interphalangeal angle）を計測し，比較検討したところ，コンピューターを用い
た方法で信頼性が高かったとしている（EV level Ⅲ 28-31））．この他にもいろいろな
要素があり，さらなる検討が必要であると思われる．
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Clinical Question

4

外反母趾は扁平足・開張足と関係があるか
推

Grade Ⅰ

奨

外反母趾は，扁平足・開張足と関係があるとした論文が多いが，扁平足・
開張足との関係に言及していない論文も存在した．また，外反母趾と
扁平足の関係に否定的な報告もある．

背景・目的
外反母趾の変形は，第一中足骨は TMT 関節で内反し，基節骨が母趾 MTP 関節
で外反かつ回内し，中足骨頭が内側に突出している状態である．この変形が，扁平
足・開張足と関係しているのか，どのような評価方法で検証されているのかを文
献的に調査することが本項の目的である．

解

説
扁平足は足部・縦アーチの低下，開張足は足部・前足部横アーチが広がったも
のといわれているが，その定義や診断基準が明確でない．したがって，外反母趾と
扁平足・開張足の関係を検討するのは，個々の論文で統一されておらず，比較検
討することは難しい．Kalen（EV level Ⅳ 1））は思春期の外反母趾と扁平足の関係
について調査し，外反母趾では扁平足が 8 ～ 24 倍多く合併し，外反母趾と扁平足
が関係あることを指摘している．内田（EV level Ⅲ 2））は外反母趾で足部・縦アー
チが有意に低下し，横アーチも有意に拡大していることを報告している．Saito
（EV level Ⅲ 3））は高齢者では荷重時 M1-M5 角が大きく，開張足が病因の 1 つだと
指摘している．Lamur（EV level Ⅳ 4））も HV 角と前足部の幅との関連を指摘して
いるが，開張足と外反母趾の関係を明確には説明していない．Komeda（EV level
Ⅲ 5））は外反母趾における縦アーチの低下は距骨の底屈および舟状骨の沈み込み
が主因であったとしている．しかしこの論文では外反母趾の縦アーチの低下と横
アーチの拡大が示されているが，外反母趾と扁平足・開張足との関連については
言及されず，外反母趾といわゆる扁平足・開張足との関係には慎重である（EV
level Ⅲ 6, 7））
．多くの報告は足アーチの形態と外反母趾の変形に関係があったと
しているが，Saragas（EV level Ⅳ 8））はアフリカ黒人女性 110 例 118 足の X 線像
から，アフリカ黒人女性において外反母趾と扁平足に明らかな関連性はなかっ
たと報告している．Kilmartin（EV level Ⅳ 9））は外反母趾群と健常群とではアー
チ高に有意な差はなく，HV 角と扁平足の指標との相関は得られなかったと報告
し，扁平足は若年者の外反母趾の病因としての重要性を減らすべきであるとして
いる．Coughlin は，外反母趾の症例の 15％に Harris mat study による中等度〜高
度の扁平足を認めたと報告している（EV level Ⅱ 10））
．しかし，これら低アーチ
の扁平足症例では，術後の HV 角の改善率が，外反母趾全体の改善率と差がなく，
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アーチの低さと HV 角に相関関係は認めなかったとしている．また，Harris mat
imprints は，扁平足を定量化するには欠点があるとされているが，単純 X 線像
で の anteroposterior talonavicular coverage angle，lateral talometatarsal angle
（Meary’s line）
，calcaneal pitch と相関を認めたため，扁平足を評価する良い指
標になるとしている（EV level Ⅳ 11））．King は，扁平足と相関している TNCA
（talonavicular coverage angle）と lateral TMTA（talo-first metatarsal angle）の
角度が，外反母趾群でコントロール群より有意に大きかったことから，外反母趾
は扁平足を合併しているとした（EV level Ⅲ 12））
．また，柴田は，トレースを用い
た評価方法で，外反母趾角と開張足とに有意な相関関係を認めたと報告した（EV
level Ⅳ 13））
．また，手術では，扁平足を合併した外反母趾症例では，HV 角ととも
に扁平足も改善されたと報告している（EV level Ⅳ 14, 15））．このように外反母趾と
縦アーチ，横アーチとの関連を報告した例が多いが，扁平足・開張足との関連に
ついて肯定的な意見と否定的な意見が存在する．このように外反母趾と縦アーチ，
横アーチとの関連を報告した例が多いが，扁平足・開張足との関連について肯定
的な意見と否定的な意見が存在する．
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第

2

疫

章

学

はじめに
外反母趾の発症要因として一般に，遺伝や性差，解剖学的要因が原因となる内
的要因と，履物や加齢による外的要因が挙げられる．
本章では外反母趾の疫学に関してクリニカルクエスチョンに沿って解説してい
く．2008 年発行の第 1 版では，疫学に関して参考にした論文は，その多くが 1950
年代から 1960 年代に報告されたものである．しかし，十分に信頼に値する論文で
あるため，本章では中心的な役割を果たした．
今回の改訂では 2003 年から 2012 年の検索式及びハンドサーチにより抽出され
た英語論文 28 編，日本語論文 26 編から査読が必要な論文を選択し，26 編（英語論
文 18 編，日本語論文 8 編）のアブストラクトフォームを作成した．最終的には 14
編（英語論 8 編，日本語論文 6 編）を新たに採択した．推奨は１個（外反母趾は加齢
とともに進行する．
）追加され，合計 6 個となった．

本章のまとめ
外反母趾の疫学に関しては，前述した事項が挙げられている．それぞれの要因
が合わさって外反母趾が発症していると思われる．したがって，単一の要因につ
いて科学的に証明されているものはほとんどない．
また，本章で採用した HV 角の計測法はその多くが X 線像の判定ではなく，足
部トレースまたはフットプリントからの計測であった．
外反母趾は女性に圧倒的に多い疾患であり，家族内発症がみられることから，
ある種の遺伝が関与すると思われる解剖学的特徴が考えられる．今回の改訂で，
「外反母趾に家族内発症はある」という推奨を Grade C から Grade B に変更した．
外反母趾の発症は幼児期にすでに始まっていて，思春期に体の成長に伴い加速
する傾向がある．さらに，同時期より少し遅れてファッション性を重視した先細
のハイヒール靴を使用することにより，女性で高頻度に発症または悪化すると考
えられる．今回の改訂で，
「先細のハイヒール靴は，外反母趾の発症原因となる」
という推奨を Grade C から Grade B に変更した．

今後の課題
わが国でも生活習慣の欧米化が進み，若年世代では欧米とほぼ同様な生活・文
化様式であると思われる．したがって，単純に履物のみが外反母趾の要因である
ならば，現在の若年世代における外反母趾の発症頻度はすでに欧米並みか，ある
いは彼らが中高年齢に達した場合の外反母趾の頻度は欧米並みになることが予測
される．実際に，今回の改訂で追加した論文で中学生の外反母趾の頻度を調査し
た報告では，10 年前と比べ中学生の HV 角はかなり増加していたとされている．
今後，外反母趾の発症要因が科学的に証明されていくことが期待されるが，よ
今後の課題
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り厳密な疫学と解剖，バイオメカニクス等の多方面からのアプローチが必要にな
ろう．
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Clinical Question

1

外反母趾の家族内発症はあるか
推

Grade B

奨

外反母趾に家族内発症はある．

背景・目的
外反母趾の家族内発症に関して文献的に明らかにする．

解

説
英国から外反母趾患者 91 例を調べたところ 63％に家族内発症があり，一方健常
者 84 例では 1 例のみに家族内発症があったと報告されている（EV level Ⅱ 1））
．遺
伝子レベルの解明はなされていない．
対象を手術例にかぎれば 58％に家族内発症があったとの報告（EV level Ⅳ 2））
，
20 歳以下にかぎると 68％に家族歴があったとの報告（EV level Ⅳ 3））がある．
スペインで外反母趾患者 350 例の３世代までの家系内における外反母趾発症
についての調査では，祖父母までの世代に１例以上の外反母趾患者がいる確率は
90％であったと報告されている（EV level Ⅳ 4））
．米国で外反母趾の手術治療を受
けた 108 例のうち，86 例（84％）の患者は両親または祖父母の代に外反母趾患者が
いたとの報告がある（EV level Ⅳ 5））
．
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Clinical Question

2

外反母趾に男女差はあるか
推

Grade B

奨

外反母趾は男性に比べて女性に多い．

背景・目的
外反母趾の発症頻度の性差を文献的に明らかにする．

解

説
靴を使用しないニューギニアの先住民を対象として外反母趾の調査を行った報
告によると，外反母趾は 30 歳以上で多く，男性より女性で多かったとの報告があ
る（EV level Ⅱ 1））
．英国からも，男女間での HV 角比較では女性のほうが 4.1°大
きかったとの報告がある（EV level Ⅱ 2））
．
わが国でも，1984 年 1 月 1 日～ 1988 年 12 月 31 日までに外来を受診した外反母
趾患者数は総数 602 例で，1984 年には女子 18 例，男子 1 例，1985 年には女子 85 例，
男子 7 例，1986 年も同様，1987 年には女子 185 例，男子 18 例となり，1984 年の約
10 倍に増加していたとの報告がある（EV level Ⅳ 3））．また，中学 1 ～ 3 年生 841
例 1,682 足を対象にした調査で 20°
以上の外反母趾は，中学 1 年生では男子で 6.7％，
女子で 34.8％，中学 3 年生では男子で 15.4％，女子では 22.1％であったと報告され
ている（EV level Ⅱ 4））
．
手術対象患者にかぎった調査では，これまでのすべての報告で圧倒的に女性が
多い．外反母趾手術を行った 404 例 464 足を対象［手術時年齢は 54 ± 12 歳（16 ～
75 歳）
］とした調査では，90％は女性，10％が男性であったという報告（EV level
Ⅳ 5））がある．わが国でも Kato と Watanabe が，1972 年以前は外反母趾の手術例が
なかったが，1972 年以降増えはじめ，19 例の女性と 4 例の男性の手術治療を行っ
たと報告している（EV level Ⅳ 6））
．
英国での家庭医を受診した患者 4,249 例のアンケート調査では年齢，女性，膝痛
などが外反母趾の危険因子として報告されている（EV level Ⅳ 7））
．韓国郊外の農
村に住む 40 ～ 69 歳の住民 563 例（男 245 例，女 318 例）の調査では，疼痛のある外
反母趾は 43 例にみられ，女性が 76.7％であった（EV level Ⅳ 8））
．
わが国の旧宮川村検診を受診した住民 313 例（男 105 例，女 208 例）に両膝立位，
両足立位正面単純 X 線撮影を行った調査では，性別が女性であること（3.8 倍）
，変
形性膝関節症を有することが，外反母趾の危険因子と報告されている（EV level
Ⅳ 9））
．
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Clinical Question

3

外反母趾は何歳頃から始まり，何歳頃まで進行するか
推

Grade A

奨

先天性の外反母趾は存在する．
外反母趾は加齢とともに進行する．

Grade C

背景・目的
外反母趾の発症年齢と進行に関して文献的に明らかにする．

解

説
発症年齢に関しては，わが国から足部トレースを使用した研究が報告されてい
る．その結果，幼稚園児でもまれに外反母趾が発見されている．小学 6 年生，中学
生になると男女とも外反母趾が発症し，その頻度は女子が男子より高い．足長が
18 cm までは男女差がなく，20 cm を超える頃には女子の発症が男子より多くなる
との報告もある．この時期は小学校の中～高学年にかけての時期と一致する．一
方，足長と外反母趾との関係はなかったとの報告もある（EV level Ⅱ 6-12, 14），EV
level Ⅲ 1-5），EV level Ⅴ 13））
．また 10 年前と比べ中学生の HV 角はかなり増加して
いたと報告されている（EV level Ⅳ 15））
．
英国から，調査した 52 例中 24 例（46％）が 20 歳未満で症状が発現し，そのうち
16 例（30％）が 15 歳未満であったとの報告がある（EV level Ⅱ 16））．この報告から，
外反母趾は幼児期に発症し，第二次性徴が起こり体重が増加する時期に増加する
傾向があり，さらに 40 歳以降で筋骨格に脆弱性をきたし出す頃に再度増加する傾
向があると思われる．
先天性の外反母趾はこれまでに症例報告されている（EV level Ⅴ 13））
．
英国での家庭医を受診した患者 4,249 例のアンケート調査では年齢，女性，膝
痛などが外反母趾の危険因子として報告されている（EV level Ⅳ 17））．わが国で
60 ～ 79 歳の女性 2,365 例を足型測定器により解析した調査では，高齢になるほど
外反母趾の有病率が増加した（EV level Ⅳ 18））．40 ～ 79 歳の 11,714 例（男 5,714 例，
女 6,000 例）を足型測定器により解析した調査でも，男女とも加齢により外反母趾
の頻度は増加した．すなわち第一趾側角 20°以上の例は，男性では 50 歳代と 60 歳
代の間で有意に増加し，女性では 40 歳代と 50 歳代の間，60 歳代と 70 歳代の間で
有意に増加したと報告されている（EV level Ⅳ 19））
．

文
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Clinical Question

4

生活習慣によって外反母趾の発症率に差はあるか
推

Grade B

奨

外反母趾は裸足生活者に比べ靴を履いている人に多く発症する．

背景・目的
生活習慣による外反母趾の発症頻度を文献的に明らかにする．

解

説
外反母趾の発症に影響を与える生活習慣は靴の装用以外に報告されていない．
これまで，いずれの報告でも裸足生活者と比べ靴を履く習慣があると外反母趾
の発症率は高い．しかし，どの種類の靴をどの程度の時間使用すると外反母趾が
発症するのかという点は未だ解明されていない．
特定のスポーツ競技種目が外反母趾を進行させるという報告はされていない．
わが国から陸上競技，クラシックバレエでは対照と比較して有意差はなかった
との報告がある（EV level Ⅱ 1, 2））
．
107 例の靴を履かない中国人と，118 例の木の足底あるいは cavas sllip の足底
で，前足部でストラップを用い足を固定するタイプの靴を慣例的に使用している
グループを比較した報告では，X 線検査の結果，外反母趾の頻度は靴を履く群で
33％，履かない群で 2％であった．
1965 年セントへレナ島の住民 3,006 例に対して，靴を履いたことのない 1,400 例
と 1 ～ 60 年間靴を履いていた 1,606 例の HV 角を比較した報告がなされた．その結
果，外反母趾は，靴を履かない人の 2％以下でみられ，60 年以上靴を使用していた
男性の 16％，女性の 48％にみられた（EV level Ⅱ 3））
．
わが国では，石垣島地区と愛知県地区の女性高齢者の外反母趾の頻度を足部ト
レースにより比較した研究がある．素足に鼻緒付き草履を履いて生活してきた石
垣島地区の女性高齢者は，靴下と靴を履いて生活してきた愛知県地区の女性高齢
者よりも HV 角が小さかったと報告されている（EV level Ⅳ 4））
．
履く靴の種類，時間によって外反母趾の発症率に差があると思われる．

文
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5

靴の種類によって外反母趾の発症率に差はあるか
推

Grade B

奨

先細のハイヒール靴は，外反母趾の発症原因となる．

背景・目的
靴の種類による外反母趾の発症頻度の差を文献的に明らかにする．

解

説
わが国からの女性 1,337 例に対するアンケート調査によると，回答率 78.3％
（1,047 例）で，0 ～ 9 歳 1 例，10 ～ 19 歳 29 例，20 ～ 29 歳 339 例，30 ～ 39 歳 220 例，
40 ～ 49 歳 232 例，50 ～ 59 歳 162 例，60 ～ 69 歳 53 例，70 歳以上 11 例であった．
外反母趾を自覚しているものが 46.6％であった．外反母趾の自覚は 10 歳代，20
歳代，30 歳代，40 歳代と増加し，以後は横ばいであった．各年代でハイヒール使用
歴のある人が外反母趾を自覚する率が高かった．ハイヒール歴が 10 年までは外反
母趾は増加し，以後は横ばいであったと報告されている（EV level Ⅱ 1））
．
オーストラリアで 176 例（男 56 例，女 120 例）の高齢者にアンケートと足部およ
び普段最も履く靴のトレースによる調査によると，幅の狭すぎる靴は鶏眼，胼胝，
外反母趾の発症と，ヒールの高い靴は胼胝および外反母趾の発症と有意な関係が
あったと報告されている（EV level Ⅳ 2））
．米国での高齢者の転倒リスクの大規模
スタディの参加者 600 例の調査では，女性においてハイヒールの使用は外反母趾
の危険因子と報告されている（EV level Ⅳ 3））
．

文
1）
2）
3）

献

坂本直俊 , 石井清一 , 倉 秀治ほか：靴による障害の実態調査：特に外反母趾に関して（第一
報）．靴医学 1994；7：88-91
Menz HB, Morris ME Footwear characteristics and foot problems in older people. Gerontology
2005；51（5）
：346-351
Nguyen US, Hillstrom HJ, Li W, Dufour AB et al. : Factors associated with hallux valgus
in a population-based study of older women and men: the MOBILIZE Boston Study.
Osteoarthritis Cartilage 2010；18（1）
：41-46

Clinical Question 5

31

第

3

保存療法

章

はじめに
外反母趾に対する保存療法は，靴の指導，運動療法，装具療法，薬物療法に大別
される．靴指導では，母趾 MTP 関節内側部のバニオンを圧迫しない，先が広く足
趾の運動を妨げない，ヒールは低めとする，柔らかい素材を使用する，などに重点
が置かれ，中足骨パッドやアーチサポートの使用も考慮される．運動療法は他動
運動による母趾 MTP 関節外側部の拘縮予防と除去，自動運動による母趾外転筋
の強化訓練に分けられる．前者にはゴム紐を両母趾にかけて母趾を内方に引き寄
せる Hohmann 体操がよく知られている．後者には母趾外転筋強化を目的とした
母趾外転筋（内反）運動がある（図１）．装具療法は疼痛部位を除圧する目的のパッ
ド，歩行時や夜間に使用する矯正用装具，足底挿板の 3 つに分けられる（図 2）
．薬
物療法としては消炎鎮痛剤入り外用剤（湿布や軟膏，クリーム）が用いられる．
これら保存療法は手術療法に先行して広く施行されているが，その適応や効果
については必ずしも明らかとされていない．このため，本来手術療法を選択すべ
きところ保存療法が延々と施行され日常生活動作に支障を来たしたまま改善され
ない例や，本来保存療法で十分治療効果が得られるところ安易に手術療法が選択
され，入院や通院による社会生活（仕事）への影響，合併症などにより不利益を生
じることが懸念される．
本章では，外反母趾に対する①靴指導，②運動療法，③装具療法，④薬物療法の
各効果と，⑤保存療法を続けても不都合はないか，の 5 つのポイントをクリニカル
クエスチョンとして設定し，文献的考察を行った．2008 年発行の第 1 版では 1982
年～ 2002 年までの外反母趾の保存療法に関する論文を検索した結果，196 編（英
語論文 79 編，日本語論文 117 編）がリストアップされた．今回の改訂では検索によ

Hohmann運動

図1

母趾外転筋運動

運動療法
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中足骨パッド

アーチサポート

矯正用装具

図2

足底挿板

装具療法

りヒットしたもののうち 28 編（英語論文 13 編，日本語論文 15 編）をリストアップ
し，これらについてアブストラクトフォームを作成した．この中からクリニカル
クエスチョンに相応するエビデンスレベル（EV level）Ⅲ以上の論文を選択し，さ
らに EV level Ⅳの中からは明確な臨床評価基準または単純 X 線像による評価が
行われている臨床報告を採用した．しかし多数例を対象とした EV level Ⅳの論文
でも，臨床上客観的評価が行われていないものは除外した．同一施設からの報告
で内容が類似している場合にはより対象の規模の大きいものを採用した．その結
果第 1 版では論文 17 編（英文論文 6 編，日本語論文 11 編），改訂版では 7 編（英文
論文 6 編，日本語論文 1 編）を抽出した．これらをもとにクリニカルクエスチョン
ごとにエビデンスを検証し，推奨を作成した．
「推奨 Grade」は論文の EV level を
根拠に設定した．改訂版では，運動療法の効果についてのクリニカルクエスチョ
ンに対し，母趾モビライゼーションに関する推奨が 1 つ追加された．

本章のまとめ
靴指導が外反母趾の疼痛を軽減させることや変形の進行を防止するといった効
果を明確に示す質の高いあるいは中等度の質のエビデンスは見出せなかった．し
かし，ハイヒールや先の細い靴の装用が外反母趾の発症や増悪因子であること，
母趾 MTP 関節内側部の疼痛の原因の 1 つとして，同部での背側趾神経の絞扼性神
経障害が挙げられることから，靴を選ぶ際，母趾 MTP 関節内側部のバニオンを圧
迫しない，先が広く足趾の運動を妨げない，ヒールは低めとする，柔らかい素材を
使用する，といった指導を行うことは，外反母趾の程度にかかわらず疼痛対策と
して試みられてよい治療法と考える．また，小さい靴を履いている子供の足は形
態計測で HV 角が増加していたという報告から，小児期からの靴指導が外反母趾
発症の予防につながる可能性がある．
運動療法では，母趾外転筋自動運動は有用と考えられ，軽度から中等度の外反
母趾に対して行われると HV 角を改善するとの報告があるが，その除痛効果につ
いては明らかではない．一方，母趾モビライゼーション，マニピュレーションなど
の他動運動は除痛効果を認めた．
34
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装具療法のうち，トースプレッダーや矯正用装具は軽度から中等度の外反母趾
では除痛効果が期待できる．その変形矯正効果についてはあまり期待できないと
するものから，カスタムメイド装具や小児例では矯正可能であったとする報告も
あり評価は定まっていない．アーチパッドを併用した母趾牽引バンドは HV 角と
臨床評価両方の改善を認めた．足底挿板による治療でも，軽度から中等度の外反
母趾に対しては除痛効果が期待できるとの報告が多い．しかし装具を除去すると，
4 ヵ月後には認められた除痛効果が 10 ヵ月後の評価では消失するとの RCT があ
り，足底挿板の除痛効果の持続には限界があると推測される．足底挿板の変形矯
正効果については，小児例では期待できないとする RCT が一編ある．一方，40 歳
以上の軽度から中等度の外反母趾には変形矯正効果が得られたとする報告もある
ことから，足底挿板による変形矯正効果には年齢，外反母趾重症度が影響すると
考えられる．なお，足底挿板の不適合，矯正用装具による過矯正が原因となり，一
部の外反母趾で疼痛が増強する例がある．このため装具作製の際には，良好な適
合性を得ると同時に過矯正しないよう注意を払う必要がある．
薬物療法は疼痛に対する対症療法として用いられるのが一般的であるが，バニ
オンへの除圧パッドとの併用により，植物性外用薬が除痛に有用であったとする
報告があり，薬物療法も試みられて良い保存的治療法の 1 つと考えられる．

今後の課題
改訂作業において近年の論文検索を行ったが，保存療法に関する質の高いエビ
デンスレベルの研究は少ないとの印象であった．多くの中等度の質のエビデンス
で，軽度から中等度の外反母趾に対する装具療法で除痛効果が得られることが明
らかとされているが，今後適応をより明確にするため，治療開始年齢と治療効果
の関係，治療効果が出現するまでの期間や装具使用休止後の効果の持続性につい
て明らかにする必要がある．また装具療法による変形矯正効果については，質の
高いエビデンスで否定的に捉えるものも存在したが，矯正効果を期待できるとの
報告もあり，一定の見解が得られていない．前者では使用した装具の詳細には触
れていないため，外反母趾に対する装具療法で重要な，母趾の外反，回内変形，第
一中足骨内反，縦アーチ高・横アーチ高の低下など複雑な病態がどの程度考慮さ
れていたか疑問が残る．装具療法の変形矯正効果を明らかにするためには，異な
る種類の装具間での比較も必要と考える．また，外反母趾の様々な病態のうちど
の点に注目して装具を作製したかについても評価法に加える必要がある．運動療
法のうち外転筋訓練の除痛効果については明らかとされていない．今後外転筋訓
練の除痛効果に関する検討が必要である．母趾他動運動による除痛効果の報告は
あるが，母趾内転筋拘縮予防・除去を目的とした運動の治療効果に関する検討も
必要である．

今後の課題
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Clinical Question

1

外反母趾に対する靴指導は効果があるか
推

Grade Ⅰ

奨

靴指導では除痛効果を期待できる．

背景・目的
一般に不適切な靴の使用が外反母趾の外的病因であることが知られている．こ
のため，外反母趾発症後にまず初めに用いる保存療法として靴指導が広く行われ
ている．ここでは，外反母趾に対する靴指導が疼痛の軽減や変形の進行防止にど
の程度役立っているかについて検討する．

解

説
靴指導が外反母趾の疼痛を軽減する，変形の進行を防止するといった効果を明
確に示した質の高いあるいは中等度の質のエビデンスは見出せなかった．しかし
臨床研究にて，内側横アーチの可動性が大きい健常者がヒール高 6 cm 以上の靴を
履くと内側横アーチが大きく伸張されたとする報告（EV level Ⅵ 1））
，屍体標本を
用いた研究で，母趾 MTP 関節の伸展により同関節の側方弛緩性が増したとする
報告（EV level Ⅵ 2））
，1,337 例を対象とした疫学調査でハイヒール歴のある群が，
ない群に比べて有意に外反母趾発症率が高かったとする報告や（EV level Ⅱ 3））
，
20 ～ 64 歳の間にハイヒールを履いていた女性は外反母趾の頻度が 20％増加した
という報告（EV level Ⅱ 4））がある．これらはハイヒールの使用が外反母趾発症に
大きく関与することを示している．
また外反母趾にて母趾 MTP 関節内側部に疼痛を訴える例の術中病理組織標本
より，背側趾神経の絞扼性神経障害の所見が認められ，突出する中足骨頭と靴に
挟まれ神経障害を生じたことが疼痛の一因との報告もある（EV level Ⅴ 5））
．
このように不適切な靴が外反母趾の原因や増悪因子であること，また炎症部位
が靴に直接刺激されることで疼痛が誘発されることは明らかであるため，適切な
靴指導を行うことが疼痛軽減につながることは十分期待できる．また，小さい靴
を履いている子供の足は形態計測で HV 角が増加していたという報告（EV level
Ⅵ 6））から，小児期からの靴指導が外反母趾発症の予防につながる可能性がある．

文
1）
2）
3）

36

献

Rabbi ME，寺本 司，牧野佳朗ほか：歩行時の前足部横アーチに及ぼす靴ヒール高の影響．
靴医学 1993；6：145-148
清水孝修，阪本博史，西村典久ほか：外反母趾の成因に関するハイヒール靴の検討．第一中足・
趾節靱帯の形態学的及び力学的研究．中部整災誌 1992；35（3）
：803-804
坂本直俊，石井清一，倉秀治ほか：靴による障害の実態調査．特に外反母趾に関して（第一報）
．
靴医学 1994；788-791
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Osteoarthritis Cartilage 2010；18：41-46

5）

鈴木良平，平野

6）

Klein C，Groll-Knapp E，Kundi M et al：Increased hallux angle in children and its

徹：外反母趾の疼痛と靴．靴医学 1995；8：96-100
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Clinical Question

2

外反母趾に対する運動療法は効果があるか
推

Grade C

奨

運動療法（母趾外転筋訓練）では軽度から中等度の外反母趾に対して若
干の変形矯正効果を期待できる．

Grade C

運動療法（母趾モビライゼーション，マニピュレーション）では軽度か
ら中等度の外反母趾に対して除痛効果を期待できる．

背景・目的
外反母趾に対する運動療法として，母趾外転機能を有する母趾外転筋の強化訓
練と母趾 MTP 関節外側部の拘縮予防と除去を目的とした母趾他動運動が広く行
われている．しかしこれらによって外反母趾の変形矯正や進行防止が可能か，あ
るいは疼痛は軽減されるかなど，その効果について正確には理解されていない．
ここでは外反母趾の重症度と運動療法の効果の関係について検討する．

解

説
運動療法の効果と HV 角との関連について検討した論文が 1 編存在した．この論
文では外反母趾 29 例 53 足に対して母趾外転筋（内反）運動（外転筋筋力増強訓練）
を行った結果，平均 6 ヵ月後，初診時 HV 角が 30°未満の 32 足ではフォローアップ
時 HV 角が 13.4%（初診時 HV 角からフォローアップ時 HV 角を引き初診時 HV 角
で除した値の百分率）改善したのに対して，初診時 HV 角が 30°以上の 21 足では改
善度は 2.7% にとどまっていた．このため本運動療法は軽度外反母趾に対して変形
の軽減が見込まれると結論している（EV level Ⅲ 1））
．この論文では運動療法施行
時の年齢と矯正効果との関係，運動療法の除痛効果については触れられていない．
ま た 母 趾 他 動 運 動 の 効 果 に つ い て 言 及 し た 論 文 も 1 編 存 在 し た（EV level
Ib2））
．この中では 30 名を対象とし，Brantingham プロトコルに従い母趾 MTP 関
節のモビライゼーション，マニピュレーションを行った他動運動群と夜間装具を
装着した群の 2 群に分けて疼痛と foot function index（FFI）を評価した．治療終了
から 1 ヵ月後の疼痛と FFI が他動運動群で有意に改善した．この論文で他動運動
による除痛効果は報告されたが，母趾内転筋拘縮予防・除去を目的とした運動の
治療効果に関する検討はなされていない．また経過観察期間が治療終了後 1 ヵ月
と短い．

文
1）
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佐本憲宏，樋口恵一，杉本和也ほか：外反母趾に対する母趾内反運動訓練の効果．表面筋電図
を用いた検討．日足の外科会誌 2000；21（2）
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to night splint for symptomatic hallux abducto valgus：an exploratory randomised clinical
trial．Foot（Edinb）2011；21（2）
：71-78
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Clinical Question

3

外反母趾に対する装具療法は効果があるか
推

Grade C

奨

装具療法では，軽度から中等度の外反母趾に対して除痛効果を期待で
きるが，装具使用中止後その効果は低下する．

Grade C

変形矯正を目的とした装具療法では，装着中 HV 角 3°～ 7°程度の変形
矯正効果を期待できる．

背景・目的
外反母趾に対しては疼痛部位を除圧する目的のパッド，歩行時や夜間に使用す
る矯正用装具，足底挿板など様々な装具療法が広く用いられている．しかしその
効果については十分明らかにされているとはいい難い．ここでは装具療法の除痛
効果と変形矯正効果について，外反母趾の重症度，治療開始年齢の影響に注目し
検討する．

解

説
1

除痛効果
疼痛部位，破綻しているアーチ構造に考慮した装具を装用すれば，外反母趾症
例のほぼ 50% 以上に除痛効果を期待できるとする報告が多い（EV level Ⅲ 1-3, 5），
EV level Ⅳ 4））
．このうち装具療法による除痛効果と外反母趾重症度との関連に
ついて検討した論文は 2 編存在した．外反母趾 35 例 64 足，年齢 7 ～ 67 歳（平均 42
歳）に対する昼用，夜間用矯正用装具を併用した保存療法の結果では，初診時 HV
角が 35°未満の 48 足で平均 13 ヵ月後 58.3% の症例に除痛効果を認めたのに対し
て，35°以上の 16 足における除痛効果は 18.8% にとどまっていた（EV level Ⅲ 1））
．
また外反母趾 38 例 54 足に対する足底挿板を用いた装具療法では，HV 角 35°以下，
種子骨偏位が 2°以下で治療開始前の疼痛が消失，減少した例が多かったとする報
告もある（EV level Ⅲ 2））
．これらは，装具療法は軽度から中等度の外反母趾例に
適用されると，除痛効果が高くなることを表している．また，治療開始時年齢が
平均 48 歳（60 歳以上は除外）
，HV 角 35°以内，M1-M2 角 15°未満の軽度，中等度外
反母趾 209 例に対して，治療法を手術療法（chevron 法）
，8 週間の足底挿板治療，
経過観察のみの 3 群に無作為に分けて治療効果を評価した研究がある（EV level
Ib6））
．この報告では，治療開始後 6 ヵ月では無治療群と比較し装具治療群では手
術療法群に匹敵する除痛効果が得られたが，1 年後では患者満足度は高いものの，
除痛効果は低下し，経過観察群と同様の疼痛を有していた．これは装具療法によ
り除痛効果は期待されるが，装具装着を中止するとその効果は持続されないこと
を示している．
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装具療法による除痛効果と治療開始年齢との関連性について言及したもののう
ち，上記に引用した昼用，夜間用矯正用装具の治療成績に関する報告（EV level
Ⅲ 1））では，除痛効果が装具装着年齢によって変化しなかったと述べられている
（年齢 7 ～ 67 歳，平均 42 歳）
．また，手術療法，足底挿板治療，経過観察のみの 3 群
に分けた RCT（EV level Ib6））では，60 歳以上は除外されていた．よって高齢であ
ることが装具の治療効果に影響を及ばすかまでは不明である．
装具の種類については，toe separator 付き semi-rigid インソールが母趾内側ポ
リエチレンバー付き夜間装具と比較して有意に疼痛が軽減したと報告されている
（EV level Ⅲ 7））
．

2

変形矯正効果
装具療法による変形矯正効果については，足底挿板を使用した 45 足（11 ～ 69
歳）中 14 足で平均 2 年１ヵ月の経過で 5°以上の変形矯正が得られ，そのうち 12 例
が HV 角 35°未満，全例 40 歳以上であったとの報告がある（EV level Ⅲ 3））
．また，
生後 1 ヵ月から 16 歳を対象に夜間矯正用装具とアーチサポートに運動療法（自動，
他動）を併用した外反母趾 48 足に対する評価では，平均 3 年 6 ヵ月の経過で，28 足

（58%）で HV 角が 2°
～ 19°
（平均 6°
）
，12 足（25%）で M1-M2 角が 2°
～ 7°
（平均 3 °
）
改善したとの報告がある（EV level Ⅱ 8））
．一方 9 ～ 10 歳の外反母趾 122 例に対す
る足底挿板使用例と無治療例の RCT の結果，3 ～ 4 年後 HV 角は両群で増加し，
その程度に差がなかったとする報告がある（EV level Ib9））
．この結果は装具療法
が変形矯正効果に乏しいばかりでなく，変形の進行防止にも役立っていない可能
性を示唆している．しかしその評価には，使用された装具が足部回内を矯正する
目的で作製されたものであり，疼痛部の除圧や，縦・横アーチの改善を図ったも
のではないことを考慮する必要がある．なお 2000 年の systematic review でもこ
の論文が引用され，装具療法による変形矯正効果は期待しにくいと考察している
（EV level Ia10））
．また外反母趾 35 例 64 足に対する昼用，夜間用矯正用装具を併
用した保存療法の結果では，変形矯正効果は期待できないとの報告や（EV level
Ⅲ 1））
，夜間装具を装着した 14 例中，9 ヵ月以上継続装着していた 5 例において，
HV 角は平均 5.6°改善したが，M1-M2 角には変化がなかったとの報告がある（EV
level Ⅳ 11））
．これらの報告はいずれも装具を除去した状態でその効果を判定して
いるが，toe separator 付装具やアーチパッドを併用した母趾牽引バンドなど変形
矯正を目的とした装具では装着中 HV 角で 3°～ 7°程度の変形矯正が得られるとの
報告が散見される（EV level Ib15），EV level Ⅲ 12），EV level Ⅳ 13, 14））
．
以上をまとめると，変形矯正を目的とした一部の装具で装着中軽度の変形矯正
効果を期待できるが，装具療法後の非装着時に変形が矯正されるか否かについて
は明確に結論付けることはできない．
変形矯正効果と治療開始年齢との関係に注目すると，40 歳以上の例で変形矯正
効果が高かったとする報告や（EV level Ⅲ 3））
，年齢間の比較は行っていないが，
生後 1 ヵ月から 16 歳に用いた装具療法で変形矯正効果が得られたとする報告（EV
level Ⅱ 8））がある．しかし 9 ～ 10 歳の外反母趾例を対象とした RCT の結果，装具
療法に変形矯正効果はなかったとする報告もあり（EV level Ib9））
，変形矯正効果
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と治療開始年齢との間に明確な関連性は見出せなかった．
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Clinical Question

4

外反母趾に対する薬物療法は効果があるか
推

Grade Ⅰ

奨

薬物療法は他の保存療法との併用で除痛効果を期待できる．

背景・目的
消炎鎮痛剤入り湿布や軟膏，クリームなどの外用剤は，靴指導，運動療法，装具
療法など，他の保存療法と併用して用いられる機会が多い．しかしその効果につ
いては明らかとはされていない．ここでは，薬物療法の効果について検討する．

解

説
汎用されている非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）入り湿布や軟膏，クリーム
など外用剤の外反母趾に対する効果について言及した質の高い，あるいは中等度
の質のエビデンスは見出せなかった．一方，わが国では未承認の植物性外用薬（T.
patula）と除圧パッドを併用した外反母趾 20 例において，母趾内側部の疼痛と腫
脹がプラセボ＋パッド使用 20 例に比べて有意に低下し，T. patula が有用であった
との報告がある（EV level Ⅱ 1））
．この報告から，薬物療法は他の保存療法との併
用で除痛効果を期待できると結論付けたが，わが国未承認薬を用いた論文である
ことを考慮し，推奨 Grade は低く設定した．

文
1）

献

Khan MT：The podiatric treatment of hallux abducto valgus and its assocIated condition，
bunion，with Tagetes patula．J Pharm Pharmacol 1996；48（7）
：768-770
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Clinical Question

外反母趾に対して保存療法を続けても
不都合なことはないか

5

推
Grade Ⅰ

奨

不適合，過矯正が要因となり，装具療法で疼痛が増強する可能性があ
る．

背景・目的
保存療法がかえって外反母趾を悪化させる要因になるようでは，その適応に慎
重にならざるを得ない．保存療法が原因となり外反母趾の症状悪化につながるこ
とがないか検討する．

解

説
足底挿板の不適合，矯正用装具による過矯正が原因となり，一部の外反母趾で
疼痛が増強する例のあることが報告されている（EV level Ⅲ 1, 2），EV level Ⅳ 3））
．
また，9 ～ 10 歳の外反母趾 150 例に対する足底挿板使用によって，3 ～ 4 年後 HV
角が平均 2.9°増加したとの報告がある（EV level Ib4））
．しかし，無治療例におい
ても同程度の HV 角の増強を認めたことより，装具療法が外反母趾変形の進行を
助長するとの結論には至らない．そのほか，むれる，重い，左右のバランスが悪い，
気に入った靴が履けない，足底挿板が靴に合わないなどの理由で，装具療法より
ドロップアウトする症例が少なくない（EV level Ⅲ 2, 5））
．足底挿板治療では足と
装具の適合のみならず，靴と足底挿板の適合にも注意する必要がある．また過矯
正しないことも大切である．一方で，様々な足部痛に対するカスタムメイド足部
装具に関した RCT，CCT11 論文の systematic review では，いずれの研究も装具
は安全で効果的と報告されている（EV level Ia6））．また，有痛性外反母趾患者 209
例をすぐに手術をする群，1 年間待機する間に装具を使用する群としない群の 3 群
に分けた RCT がある．手術待機群で後に手術を受けたのは，1 年間装具使用した
69 例中の 43 例，装具を使用しなかった 69 例中 48 例で，1 年程度の手術待機では，
装具使用の有無で手術に至る頻度は変わりなかったことが報告されていた（EV
level Ib7））
．靴指導，運動療法，薬物療法による問題点を指摘した報告は見出せな
かった．

文
1）
2）
3）
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第

4

近位骨切り術

章

はじめに
外反母趾に対する近位骨切り術は，現在では遠位骨切り術と並び最も一般的な
手術法である（図 1）
．近位骨切り術は 1980 年代より行われているが，この方法を
世界的に普及させたのが 1986 年に発表された Mann 法（EV level V1））である．第
一中足骨内反の矯正と HV 角の改善が確実に行われ , しかも重度の外反母趾に対
しても適応が可能となった．これを契機に中等度の外反母趾に対しても行われる
ようになり，近年では遠位骨切り術と変わらないほどによく行われる方法となっ
ている．なお，外反母趾の矯正の原則に従いながらも骨切りのデザインは個々の
術者により数多くの工夫がなされている．
本章では，TMT 関節から 2 cm 付近で行われる典型的な近位骨切り術と TMT
関節固定術（Lapidus 法）に対しても検討対象としている．
本章では近位骨切り術に関して，外反母趾に対する①方法，②どのような症例
に行われるか，③手術成績，④合併症の４つのポイントをクリニカルクエスチョ
ンとして設定し，文献的考察を行った．1982 年から 2012 年までの外反母趾の近位
骨切り術に関連した論文を検索し，それらを詳細に査読し，アブストラクトフォー
ムを作成した．この中からクリニカルクエスチョンに相応する EV level Ⅲ以上の

Mann法

proximal chevron法

Lapidus法

図1
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論文，さらに EV level Ⅳの中からは最低限 50 例以上の症例数があり，最低限，手
術の対象と術前・術後の HV 角と M1-M2 角の変化について記したものを中心に幅
広く採用した．その結果，論文 40 編（英語論文 40 編）を抽出した．また臨床評価は
行われていないが，手術手技，適応に関して重要と思われる論文を 2 編，参考文献
として引用した．これらをもとにクリニカルクエスチョンごとにエビデンスを検
証し，推奨を作成した．Grade は論文の EV level を根拠に設定した．

本章のまとめ
近位骨切り術の手術適応に関しては疼痛を主症状とすることはもちろんである
が，X 線計測上での角度は明確でない．また，変形の程度の面からも重度例に対し
てよい適応があるとされてきたが，重度例で適応可能であるなら軽度例に対して
も良好な成績が得られることは当然であることから，すべての外反母趾例に対し
て近位骨切り術を行ってよいとの考えもある．骨を切る手技そのものが遠位骨切
り術と比較して手術侵襲が大きいとするエビデンスはなく，術者の習熟度により
決定されているのが現状である．
近位骨切り術の手術成績については軽度例から重度例に至るまで概ね良好な成
績が報告されているが，術式の特徴から第一中足骨の短縮は必発であり，時には
術後に第二中足骨頭部痛が生じることがある．また，手術直後には良好な矯正が
得られても TMT 関節の不安定性のため，後に再変形が生じる可能性があること
は念頭におくべきである．骨切り部の固定材料については Kirschner 鋼線，テン
ションバンド様固定，螺子・プレート固定と様々な方法がとられているが，初期
強度に違いがあっても臨床成績に影響するとの報告はない．
合併症については重要な問題であるが，第一中足骨長の短縮からの第二中足骨
頭部の疼痛が最も大きな問題である．しかし，どの程度の短縮で生じるかは明確
ではない．また，変形が高度であり外側軟部組織解離を併用すると可動域の制限
が生じやすいこと（EV level IV2））や，矯正し過ぎて術後に内反母趾が生じること
もあるので注意が必要である．術後の感染については数％において生じるが，他
の方法と比較して特に高率に生じるとはいいがたい．
後療法ではギプス固定を行うとの報告から何も使用しないものまで様々な報告
があり，成績に影響するとの報告はない．手術中の固定性や患者の骨粗鬆症の有
無や歩行状態を考慮して決定すればよいと思われる．

今後の課題
現在報告されている近位骨切り術や TMT 関節固定術の中で，いずれの方法が
優れているかについては明らかでない．固定材料によって荷重や歩行時期の差は
出ても１年後の成績を見るとほとんど差はないようである．個々の術者の習熟度
により術式を選択すれば良好な成績が得られるものと思われる．しかし，Lapidus
法は他の近位骨切り術と術式が異なるものであり，適応の使い分けに対する検討
が必要と思われる．同時に，遠位骨切り術との適応の違いも明確でない．臨床成績
であるため厳密な前向き調査には限界があるが，今後の検討課題と思われる．
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Clinical Question

1

近位骨切り術はどのような方法で行うか
推

Grade C

奨

近位骨切り術は第一中足骨の基部（TMT 関節から 1 〜 2 cm）で骨切り
術を行う方法である．骨切りのデザインは変法を含めると多岐にわた
る．多くは母趾 MTP 関節外側の解離術やバニオンの切除を追加する．

背景・目的
外反母趾の手術療法では，近位骨切り術はよく行われる方法である．この項で
は一般的な中足骨基部で行う骨切り術に加え，TMT 関節固定術（Lapidus 法）も
含めた手術法について実際の手技を中心に述べ，その適応 , 手術成績 , 合併症につ
いても触れる．

解

説
1

目

的

第一中足骨の骨切りを行って外反母趾の原因である M1-M2 角の矯正を行う
ことにより外反母趾の正常化を図り，併せて母趾種子骨の脱臼をも改善させる．
TMT 関節固定術の目的もほぼ同様であり，第一中足骨の内反を矯正するように
TMT 関節で骨切除・固定を行って，M1-M2 角を矯正して外反母趾を治療するも
のである．

2

方

法

TMT 関節から 2 cm 前後の部位で骨切りを行い，M1-M2 角を矯正することによ
り外反母趾を改善する方法である．骨切りした遠位骨片は外反して固定する．遠
位骨片は底屈位での固定を行うことで一致しているが，どの程度底屈させるべき
かの報告はない．固定材料については螺子で固定するもの，Kirschner 鋼線や吸収
性螺子などで固定するものなど，様々な方法が報告されている．実験的に固定法
の違いが初期強度に及ぼす影響について検討した研究はあるが，固定法の違いに
よって実際の臨床上の成績にどのような差が生じるかの報告はない．外側解離や
関節包の縫縮などの軟部組織手術を併用して行うか否かは術者により異なるが，
外側解離を併用すると母趾の関節拘縮を生じやすい
（EV level Ⅳ 1））
とされている．
近位骨切り術の利点としては矯正力が大きいことが挙げられているが明らかなエ
ビデンスはない．欠点としては，遠位骨切り術に比べて皮切が長くなる分，手術侵
襲が大きいことがいわれているが，その大きさが術後成績に及ぼす影響について
は明らかとされていない．
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3

種

類

Mann 法に代表される冠状面での骨切りでは楔状やドーム状で行うものが大半
であり，固定方法においても Kirschner 鋼線や螺子が用いられている．現在行われ
ている手術法のほとんどが，この方法にそれぞれの工夫を加えた Mann 変法とも
呼ばれる方法である．その他では近位での chevron 法や近位での Wilson 法などが
ある．また，TMT 関節での異常可動性のために生じる術後の矯正ロスを防止する
ため，第一中足骨の遠位骨片と第二中足骨を仮固定するなどの工夫もなされてい
る．

4

併用手術
多くは骨頭の内側骨性隆起の切除や内側関節包の縫縮が併用されるが，行わな
いとする報告もある．併用の是非についてのエビデンスはない．外側軟部組織解
離術もしばしば併用されるが，行わない例との比較で差があるとの報告はみられ
ず，逆に解離を行った例では MTP 関節の拘縮が生じやすいとするものもある（EV
level Ⅳ 1））
．

5

TMT 関節固定
いわゆる Lapidus 法として知られている方法である．TMT 関節で M1-M2 角を
矯正して関節固定を行い，それにより外反母趾の治療を行う方法である．重度の
外反母趾や再発性の外反母趾に対して適応があるとされている（EV level Ⅳ 1））
．
関節固定に用いる固定方法は螺子で行う報告が多い．利点としては重度な例でも
適応が可能で成績が安定していることであるが，欠点としては骨癒合が完成する
まで骨切り術より時間を要するため活動制限が長期にわたることや時に偽関節が
生じることである．しかし，最近の報告では早期荷重が可能との報告もある（EV
level Ⅲ 3），EV level Ⅳ 4））
．

文
1）
2）
3）
4）

献
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Clinical Question

2

近位骨切り術はどのような症例に行われるか
推

Grade B

奨

近位骨切り術は中等度から重度外反母趾に対しても良好な成績が得ら
れる．

Grade B

骨端線閉鎖後なら適応年齢に制限はない．

背景・目的
年齢や適応角度を明確に記したものはなく，文献上は骨端線閉鎖後であれば 70
歳代まで行った報告もある．重症度による適応でも，重度例で適応があるなら軽
度例に適応でないことにはならないため，重症度にかかわらず適応されているの
が現状である．

解

説
1

適

応

米 国 整 形 外 科 学（AAOS）に よ る と 近 位 骨 切 り 術 の 適 応 は HV 角 40 °以 上，
M1-M2 角 12°以上の症例とされているが，軽度例に適応した報告も多く高度変形
例のみに適応があるとはいいがたい．中等度の群と重度の群では成績に差がない
という報告（EV level Ⅲ 1））もあれば，同様に中等度と重度の比較を行い，外反母
趾の矯正に関しては中等度の症例がよいとの報告もある（EV level Ⅲ 2））
．症状か
らみた適応であるが，近位骨切り術が適応となる特有の症状はない．矯正力は遠
位骨切り術よりも強いことから，報告上は HV 角 35°以上で M1-M2 角 15°以上の
例や再発例が適応となっていることが多い（EV level Ⅱ 12），EV level Ⅲ 5, 6），EV
level Ⅳ 7），EV level Ⅴ 3, 4, 8））
．それぞれの近位骨切り術間での適応の相違につい
てのエビデンスはない（EV level Ⅱ 12），EV level Ⅲ 9-11））．年齢については 10 歳代
の外反母趾例で行われた報告は少数みられたが，大半は 20 歳代以上である．重症
度を一致させて各年代間の成績を比較したものはない．TMT 関節固定術は動揺
性（hypermobile）外反母趾や再発性の外反母趾によい適応であるとされるが（EV
level Ⅳ 14），EV level Ⅴ 13））
，重度の外反母趾にはこの術式が適しているとの報告
もある（EV level Ib17），EV level Ⅳ 15, 16））
．

2

手術侵襲
一般的には遠位骨切り術が低侵襲で，近位骨切りは侵襲が高度であるといわれ
るが，これについてのエビデンスはなく，皮切の大きさで論じられているようで
ある．しかし，通常 TMT 関節固定や骨移植を要する方法は侵襲が大きいと考えら
れている．
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3

手技上の留意点
内側縦皮切もしくは足背からのアプローチで行う．皮下組織が少ないため展開
は容易であるが，手術後に骨切り部の固定具による圧迫をきたしやすいので注意
を要する．また，母趾内側の趾神経が露出するので損傷しないように保護する．手
術前の計画に沿って骨切りが行われた後には，M1-M2 角が正常となるように遠位
骨片を移動し，さらに遠位骨片が底屈した位置で固定する．その際に，外反母趾で
は母趾が内旋していることが多いので，爪の位置を目安にこれを矯正することが
望ましい．
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Clinical Question

3

近位骨切り術の手術成績はどうか
推

Grade B

奨

年齢・重症度を問わず良好な成績が報告されている．

背景・目的
近位骨切り術の各方法の成績を比較検討した報告はない．骨端線閉鎖後である
なら年齢・重症度を問わず行われ，ほとんどが Mann 法に準じた方法で行われて
いる．

解

説
各術式での報告を見ると X 線像上の改善は，HV 角が 30°～ 45°で M1-M2 角が
12°～ 22°の外反母趾では，90% の例で HV 角 20°未満，M1-M2 角が 10°未満へと
改善し，疼痛は 8 ～ 10% に残存することがある（EV level Ⅱ 14），EV level Ⅲ 9-11），
EV level Ⅳ 3, 5, 6, 12），EV level Ⅴ 1, 2, 4, 7, 8, 13））．満足度については成績が安定してお
り，80% 以上の例で十分な満足度が得られる．現在までに報告されている近位骨
切り術式間の成績には差が見られない．これは Lapidus 法以外は Mann 法に準じ
た方法，いわば Mann 変法ともいえる方法であるためである．手術後 5 年以上の
長期成績について述べたものは少ないが，手術直後と比較してやや HV 角は増大
するものの，X 線像上も自覚症状でも概ね満足する成績が得られている．また，手
術後１年での結果が術後３年以上の結果を予測するものとなるという報告もある
（EV level Ⅲ 15））
．
骨切り部分の内固定には Kirschner 鋼線や螺子，プレートでの固定法が報告さ
れている．そのうち螺子による固定が固定力に優れているが，臨床成績に差を及
ぼすか否かについては明らかとされていない（EV level Ⅳ 3, 16））．また，Kirschner
鋼線の固定法によっての臨床成績の差はないとの報告がある（EV level Ⅱ 17））
．
近位骨切り術後の歩行能力については，80% で 3 マイルの歩行が可能との報告
がある（EV level Ⅳ 6））
．
近位骨切り術後の第一中足骨の平均短縮長は 2 ～ 3 mm であるが，術式間での
差は見られていない（EV level Ⅲ 9），EV level Ⅳ 12））
．
また，近位骨切り術によって first ray の安定性に対する効果については，手術
で安定するという報告がある（EV level Ⅳ 18, 19））
．
後療法については術後外固定をまったく行わないものもあるが，多くは 1 ～ 2
週の外固定（シーネ固定）を施行する（EV level Ⅲ 20），EV level Ⅳ 5），EV level
Ⅴ 4, 7））
．前足部での荷重については 4 ～ 6 週で全荷重とするものが一般である．歩
行にはスニーカーや靴を使用するもの（EV level Ⅲ 20, 21）），サンダル用の履物を作
製するもの（EV level Ⅳ 16））
，膝下ギプス（EV level Ⅴ 13））など決まったものはな
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い．後療法の違いが術後成績に及ぼす影響について検討した報告はない．
Lapidus 法の後療法については，最近の報告では早期荷重が可能との報告もあ
る（EV level Ⅲ 22），EV level Ⅳ 23））．
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Clinical Question

4

近位骨切り術の合併症にはどのようなものがあるか
推

Grade B

奨

中足骨長の短縮（2 〜 3 mm）は，ほぼ必発であるが偽関節や骨壊死の
率は低い．

背景・目的
M1-M2 角を改善させるため（中足骨の内反矯正）
，中足骨を多少とも切除するの
で中足骨は短縮する．その他，骨壊死・偽関節・中足痛の頻度について述べる．

解

説
中 足 骨 長 の 短 縮 は 必 発 で あ る が，2 ～ 3 mm と す る 報 告（EV level Ⅲ 1），EV
level Ⅳ 2））が大半である．表層感染は 30 〜 70 例に 1 〜 4 足程度（EV level Ⅲ 1），
EV level Ⅳ 3, 4））
，偽 関 節 と な っ た 例 は ほ と ん ど な く（EV level Ⅲ 5），EV level
Ⅳ 4））
，感染が生じた例にのみ偽関節が生じている．関節固定を行った例では 2 〜
7%（EV level Ⅱ 9），EV level Ⅲ 7），EV level Ⅳ 8, 10），EV level Ⅴ 6））と高率である．
偽関節が生じると成績が悪化することは避けられない．第二，第三中足骨部痛
（EV level Ⅳ 3），EV level Ⅴ 6, 11））
，骨壊死などはよく知られた合併症であるが，実
際には骨壊死の報告はほとんどなく，中足痛は骨短縮が大きくなった例に見られ
る．深部静脈血栓症（EV level Ⅳ 4），EV level Ⅴ 12））の発症率は低い．
外 反 母 趾 の 再 発 の 頻 度 は 5/26 足（EV level Ⅴ 12）），3/28 足（EV level Ⅲ 13））
，
10/72 足（EV level Ⅲ 14））と報告されている．再発については，長期的に靴などの
影響で，手術直後と比較してやや HV 角が増大するのはやむを得ないが，手術後 1
年以内のうちに矯正ロスを生じる例も報告されている．
術後内反母趾は 2/97 足（EV level Ⅲ 15）），3/28 足（EV level Ⅲ 13））に生じたとの
報告があるが，広範な軟部組織解離を併用する例で生じやすい傾向にある．
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第

5

骨幹部骨切り術

章

はじめに
外反母趾に対する手術療法は過去に様々な術式が報告されているが，骨幹部骨
切り術に関しては，1976 年に Burutaran が scarf 法を報告してよりその有用性が
徐々に認識されてきた．わが国でも，scarf 法の変法である中足骨水平骨切り術の
成績が報告されるに至り，外反母趾に対する代表的な術式の 1 つとなっている（EV
level Ⅳ 1））
．
骨幹部骨切り術の目的は，近位骨切り術や遠位骨切り術同様，第一中足骨の内
反を矯正し，なおかつ第一中足骨骨頭と母趾基節骨近位関節面の適合性を改善さ
せることである．本章は，本ガイドラインを改訂するにあたり，新設された項目
で，従来近位骨切り術の項に含まれていた部分である．この新章では，中足骨基部
から頚部付近まで骨切りラインが及ぶ scarf 法，骨切りを中足骨基部背側から骨幹
部底側の斜めの面で行う Ludloff 法，骨切り面を足底面に平行とする中足骨水平骨
切り術を検討対象とした（EV level Ⅲ 3），EV level Ⅳ 2））
．
本章ではこうした骨幹部骨切り術に関して，①どのような方法で行うか，②ど
のような症例に行われるか，③手術成績はどうか，④合併症にはどのようなもの
があるか，の 4 つのクリニカルクエスチョンを設定した．これら各クリニカルクエ
スチョンに文献的考察を加えるべく，1982 年～ 2012 年の外反母趾に関係する論文
を検索し，その中から骨幹部骨切り術に関する論文を抽出した（日本語論文 1 編，
英語論文 132 編）
．これを 6 人の委員により査読し，それぞれのクリニカルクエス
チョンに対してエビデンスレベル（EV level）Ⅲ以上を残した．また，EV level Ⅳ
でも症例数が 50 足以上，客観的かつ科学的なデータと認められる場合も残した．
こうして最終的に日本語論文 1 編，英語論文 28 編の原著論文を採択し，アブスト
ラクトフォームを作成した．これを基にエビデンスを検証して，推奨 Grade を決
定した．

本章のまとめ
本章では，骨幹部骨切り術の代表的術式である scarf 法を中心に，Ludloff 法，中
足骨水平骨切り術について検討を行った．骨幹部骨切り術の手術適応は軽度か
ら重度例まで幅広いものの，中等度以上の報告が多く，中等度から重度例がよい
適応と考える．しかし，HV 角による重症度のみで判断せず，母趾の回内変形や
DMAA（distal metatarsal articular angle：第一中足骨遠位関節面傾斜角）等を考
慮して術式を選択すべきと考える．
骨幹部骨切り術は骨片の接触面積が大きく，骨癒合に有利で，矯正角度を調整
して強固に固定できると考えられるが，これを裏付けるエビデンスを見つけるこ
とはできなかった．他の利点として，第一中足骨の長さを調整可能であること，遠
位骨片の壊死が少ないことが挙げられる．しかしながら，scarf 原法は術式が煩雑
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で，骨片が薄いため強度が低下するとの懸念がある．また遠位骨片を水平に移動
させた場合，骨片同士の落ち込み（troughing）が報告されており，重度の骨粗鬆症
例に対しては注意を要すとの意見もある．このように骨幹部骨切り術特有の長所
短所があるものの，臨床的には概ね良好な成績が報告されている．術後合併症に
関しては，感染，骨片の亀裂などの報告があるものの，他の術式に比べてその頻度
は高いものではない．すべての外反母趾手術に共通すべきことだが，個々の病態
を十分把握した上で術式の選択を行えば満足する結果が得られると考える．

今後の課題
本章で取り扱った骨幹部骨切り術には遠位骨片を近位中心に回転させる Ludloff
法，遠位骨片を水平に移動する scarf 法と，遠位骨片の回転および移動を様々に調
整し得る中足骨水平骨切り術が含まれており，画一的に論ずることに限界がある．
また，各術式の欠点を補う変法や手技上の工夫が行われており，中期的には一定
以上の成績が報告されている．
骨幹部骨切り術に関する論文の大部分は後ろ向き研究であり，エビデンスレベ
ルの高い論文は少なかった．患者背景や変形などには個人差が多く，単に術前の
HV 角のみにて手術成績を論ずるだけでは不十分で，母趾の回内変形や DMAA 等
をも考慮した前向き研究が望ましい．
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骨幹部骨切り術

Clinical Question

1

骨幹部骨切り術はどのような方法で行うか
推

Grade B

奨

中足骨基部から頚部付近まで骨切りラインが及ぶ scarf 法，骨切りを中
足骨基部背側から骨幹部底側の斜めの面で行う Ludloff 法，骨切り面を
足底面に平行とする中足骨水平骨切り術などがある．

Grade B

多くは骨頭内側骨性隆起切除と母趾 MTP 関節内側軟部組織縫縮術を
併せて行っている．また，外側軟部組織解離術や Akin 法も比較的多く
の報告で同時に行われている．

背景・目的
骨幹部骨切り術には，代表的術式である scarf 法の他，Ludloff 法，中足骨水平骨
切り術などが含まれる．各術式のコンセプト，合併術式などにつき述べる．

解

説
1

scarf 法（図 1）
scarf 法は内側進入にて第一中足骨骨幹部を Z 状に骨切りし，骨頭側の底側骨
片を外側にスライドさせる術式である．多くの場合，外側の中足骨間進入で母趾
内転筋腱の切離も行う（EV level Ⅳ 1））
．中足骨の Z 状骨切りを行う際，骨切り方
向は 15 ～ 30°は足底に向け，骨片移動時に骨頭が足底方向へ移動することを可
能とする．骨頭の底側移動は transfer metatarsalgia の予防となり得る．骨頭側の
骨片を外側に移動し，これを 2 本のスクリューで固定する．母趾基節骨を closed
wedge で 骨 切 り す る Akin 法 を 併 用 す る と す る も の が 少 な く な い（EV level
Ⅳ 2-5））
．術後は 7 ～ 10 日の圧迫包帯の後，関節の可動域訓練を開始する．全荷重は
術後 6 ～ 10 週で許可する．
scarf 法は重度変形にも対応できる．技術的に難しいが，両側同時手術も可能で，

a．側面からみた骨切り

図1

b．足背からみた骨切りと骨片の移動

scarf 法
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図2

Ludloff 法

早期荷重や活動復帰ができる利点がある．

2

Ludloff 法（図 2）
内側進入にて骨切りを行う．第一中足骨近位背側（足根中足関節から 2 mm ほど
遠位）から遠位底側に骨軸に対し 30°傾斜した斜め骨切りを行う．3 分の 2 ほど骨
切りを行った時点でスクリュー 1 本を近位骨切り面に対し垂直に挿入する．骨切
りを完了した後，このスクリューを軸に遠位骨片を外側方向に回転させる．予定
の矯正が得られたらさらにスクリューを 1 本追加し，骨片を固定する．同時に行
う手術手技として，骨頭内側骨性隆起切除と内側軟部組織縫縮はほとんどの報告
で行われている．また，外側軟部組織解離術や Akin 法も多くの報告で同時に行わ
れている．術後は scarf 法と同様，7 ～ 10 日の圧迫包帯を行い，骨切り部が安定し
ていれば早期より踵荷重歩行を許可する．全荷重は術後 6 週ほどで許可する（EV
level Ⅲ 6））
．
Ludloff 法は近位骨切りに比べると固定性が良く，術後，背屈位での変形癒合の
危険が少ないとされている（EV level Ⅳ 7））
．

3

中足骨水平骨切り術（図 3）
手術は内側進入および外側中足骨間背側進入で行う．中足骨頭の内側骨性隆起
を切除し，母趾内転筋解離を行った後，中足骨骨切りを行う．骨切りは骨頭のやや
近位背側より足底面に水平に進め，TMT 関節手前で垂直方向に骨切りを行う．骨
頭を含む遠位骨片を水平あるいは回転移動させ矯正した後，2 ～ 3 本のスクリュー
で固定する．術後は 4 週間圧迫包帯固定を行う．踵荷重歩行は手術翌日より許可
し，母趾への荷重は術後 6 週ほど待ち骨癒合を確認してから許可する．
本術式は骨片移動の自由度が大きく，より大きな矯正が可能となる．荷重によ
り骨切り面に圧迫力がかかるため，安定性が増す．中足骨の長さの調整が容易で
あり，DMAA の大きな例にも対応可能である（EV level Ⅳ 8））
．
骨幹部骨切り術は遠位骨切り術に比べ骨頭壊死の危険性が少なく，母趾 MTP
関節の外側軟部組織解離を比較的安全に併用できる．
scarf 法では骨切り面の接触面積が比較的広いことにより，早期骨癒合が期待さ
れる反面，遠位骨片を水平移動させるため，骨片同士の落ち込み（troughing）が
危惧される（図 4）
．cadaver を用いた力学的強度研究報告では，scarf 法，chevron
法，reversed L osteotomy（逆 L 骨切り術）を比較検討した結果，scarf 法が他の 2
つの骨切り術に比べ，平均接触面積が大きい反面，力学的に劣るとしている（EV
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図3

中足骨水平骨切り術

図4

骨片同士の落ち込み（troughing）
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level Ⅳ 9, 10））
．scarf 原法の問題点を改善するため，遠位骨片を回転させる方法や
骨切り面を骨軸に対し斜めとして Z の両端を短くした変法も報告されており，こ
れら変法は，troughing が少ないとされている（EV level Ⅳ 3, 4））
．
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Clinical Question

2

骨幹部骨切り術はどのような症例に行われるか
推

Grade C

奨

手術適応は軽度から重度例まで幅広いが，中等度から重度例がよい適
応である．

Grade B

適応年齢には制限はないとするものもあるが，重度の骨粗鬆例に対し
ては適応を慎重に選ぶべきである．

背景・目的
一般的に外反母趾の手術適応は保存療法では対応不可能な疼痛を伴った変形
で，尚且つ母趾 MTP 関節の関節症性変化が著しくないものとされている．しか
し，どの様な症例に骨幹部骨切り術が適するのかという点については明らかでは
ない．外反母趾の程度，年齢などによる適応の違いについて検討する．

解

説
1

重症度に応じた骨幹部骨切り術の適応
Weil は，scarf 法の適応として，M1-M2 角が 12°～ 23°で，母趾 MTP 関節に関節
症性変化がなく，可動域は 40°以上あるものとしている（EV level Ⅳ 1））．一般的
に骨幹部骨切り術は中等度から重度の外反母趾症例に行っている文献が多いが，
その妥当性に関するデータは少ない．scarf 法は合併症が少なくないので，適応を
比較的若い中等度のバニオン症例に留めるべきとしているものもある（EV level
Ⅳ 2, 3））
．中足骨水平骨切り術も，中等度から重度の外反母趾に対して有用とされ
ているが，重度例には再発の傾向があり，Akin 法などの同時手術を検討する必要
がある（EV level Ⅳ 4））
．

2

適応年齢
適応年齢に関する有用なデータは少なく，Weil は scarf 法に年齢制限はないと
している（EV level Ⅳ 1））
．しかし scarf 原法では troughing が大きな問題となる
ため，重度の骨粗鬆症例には適応は少ない（EV level Ⅳ 3, 5, 6））．Ludloff 法では，60
歳以下での手術例は 60 歳以上の症例より臨床成績，画像評価とも有意に良好な改
善を得たとする報告があり，60 歳以下でよりよい適応となるであろう（EV level
Ⅲ7））
．

3

その他
再発症例に対する revision として scarf 法を行った報告では，疼痛，機能，画像
評価とも顕著に改善したとしており，revision 例に有用かもしれない（EV level
Clinical Question 2
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Ⅳ 8））
．
scarf 法と proximal closing wedge osteotomy（PCWO）を比較した case control
study では，術前 DMAA が大きい症例では scarf 法で M1-M2 角の矯正がより可能
であったとしている（EV level Ⅲ 9））
．scraf 法や中足骨水平骨切り術は DMAA の
大きい症例にも対応可能である．
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Clinical Question

3

骨幹部骨切り術の手術成績はどうか
推

Grade B

奨

遠位骨切り術，近位骨切り術と遜色ない良好な成績が報告されている．

背景・目的
外反母趾の手術成績評価として，HV 角，M1-M2 角など X 線計測による矯正効
果をはじめ，機能の改善，除痛および患者満足度に基準をおくことが多い．今回，
骨幹部骨切り術の各術式に対してこれらのパラメーターの変化を調べ，成績を比
較検討する．

解

説
多くの case series study で scarf 法により HV 角や AOFAS（American Orthopaedic
Foot Ancle Society：米国足の外科会議）スケールが改善し，足底圧検査でも前足
部内側や母趾の荷重が術後に増加したとしており，概ね良好な結果が報告されて
いる（EV level Ⅳ 1-9））
．術後の AOFAS スケールは 90 点台，患者満足度は 80% ほ
どとする報告が多い．反面，少数ながら scarf 法の成績を不良とする報告もある．
scarf 法施行 20 例の前向き研究では，術後 1 年後の AOFAS スケールが 62 点（術
前 53 点）
，合併症として，troughing（35％），癒合遅延（5％），変形癒合（30％），
近位骨片骨折（10％）
，感染（5％）
，再発（25％）がみられたとしている（EV level
Ⅳ10））
．scarf 法の長期成績の報告は少ないが，手術により改善した機能，画像評価
値が術後 8 年時にも維持されていたとする報告もある（EV level Ⅳ 11））
．
scarf 法以外に，Ludloff 法施行 82 例の報告では，術後 HV 角が 11°，M1-M2 角
が 7°
，術後 AOFAS スケールが 91 点，患者満足度が 98% と良好としている（EV
level Ⅳ 12））
．ただしこの報告では，合併症として，抜去を要するスクリュー障害が
5 例，内反母趾発症 4 例，癒合遅延 3 例，表層感染 3 例，神経痛（neuralgia）3 例があ
り，必ずしも合併症が少ないとはいえない．その他，Ludloff 法は疼痛，機能，画像評
価とも有意に改善し，scarf 法などとほぼ遜色ないとの報告もある（EV level Ⅲ 13））
．
中足骨水平骨切り術 46 例 72 足の成績調査報告では，AOFAS スケールが術前 46
点から術後 89 点に改善し，86%（62 足）が満足であったとしており，他の骨幹部骨
切り術と遜色ない（EV level Ⅳ 14））
．
その他，scarf 法と chevron 法の術後成績を比較した 83 例 96 足の randomized
controlled trial（RCT）では，AOFAS スケール，HV 角，M1-M2 角とも両者に有意
差はなかったとしている（EV level Ib15,16））．scarf 法と Ludloff 法の成績を比較し
た前向き研究（各 57 例）では，患者満足度，AOFAS スケールに差はなかったが，
HV 角，M1-M2 角，DMAA などの画像評価では scarf 法のほうが若干成績良好と
している（EV level Ⅱ 17））
．scarf 法と chevron 法を比較した meta-analysis では，
Clinical Question 3
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M1-M2 角の矯正が chevron 法で 5.33°，chevron 変法（long plantar arm）で 4.60°，
scarf 法では 6.21°と僅かに scarf 法が優れているとしているが，基となる study の
ほとんどはエビデンスレベルが低く，よりクオリティの高い研究が必要であろう
（EV level Ia18））
．
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Clinical Question

4

骨幹部骨切り術の合併症にはどのようなものがあるか
推

Grade C

奨

遠位骨切り術に比べ骨頭壊死の発症頻度が低い反面，創部痛や神経痛
などが比較的多い．

背景・目的
合併症は，その手術成績を評価する上で重要な因子である．想定される合併症
を認識し，術中術後の合併症の発症予防対策を考えるのはもちろん，術前に患者
へのインフォームド・コンセントを十分に行うべきである．一般に骨幹部骨切り
術は遠位骨切り術に比べ骨頭壊死の危険性が少ないとされているが，その文献的
根拠も検討する．

解

説
1

X 線像の撮影方法
1）手術一般における合併症
骨幹部骨切り術の合併症発症頻度は 1.1 ～ 45% と報告により大きな差がある．
これはどこまでを合併症と捉えるかという認識の問題や，術者の技量によるもの
が大きく，一様に文献を比較することはできない．
scarf 法施行例 41 例 45 足のデータでは，1 例に再発，1 例に内反母趾発症，5 例に
スクリューによる疼痛が出現したとしており（EV level Ⅳ 1）），34 例 50 足のデータ
では 1 例で外反母趾残存，2 例で内反母趾発症，1 例で固定の緩みが出現したとし
ている（EV level Ⅳ 2））
．scarf 法では，重度合併症の発症頻度は比較的低く，合併
症の内訳として，矯正過不足に伴う変形再発や内反母趾の発症，あるいは固定に
使用したハードウェアの問題が多いようである．また，scarf 法 100 例の報告では，
術中の骨片骨折 3 例，術後ストレス骨折 2 例など 6 例（6%）に合併症が発症したと
している（EV level Ⅳ 3））
．骨切り部での骨折の報告もあり，骨片同士の重なりは 3
分の 1 は必要であろう．troughing の発症率に関する報告は少ないが，20 例中 7 例

（35％）に出現したとする報告もあり，scarf 原法を行う上で骨質などの検討は必
要であろう（EV level Ⅳ 4））
．troughing を防ぐため，遠位骨片を外側方向に回転さ
せる変法 140 例の報告では（全例 Akin 法も併用）
，11 例（9％）に合併症（拘縮 6 人，
表層感染 3 人，術中骨折 1 人，変形癒合 1 人）が生じたが，troughing は発症してい
ない（EV level Ⅳ 5））
．
Ludloff 法では，82 例の後ろ向き研究で，合併症としてスクリューによる疼痛 5
例，内反母趾発症 4 例，癒合遅延 3 例，表層感染 3 例，神経痛 3 例を挙げている（EV
level Ⅳ 6））
．また 99 例 111 足の報告では，24 足（22％）で母趾あるいは第一趾列に
Clinical Question 4
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軽度から中等度の痛みがあり，感染率が 2.7% としている（EV level Ⅲ 7））
．

2

術式の相違と合併症の発症頻度
scarf 法と chevron 法を比較した RCT では，chevron 法施行例 47 足中，骨頭壊
死が 3 例，神経痛は 1 例に生じ，scarf 法 49 足では 4 例に神経痛が生じたとしてい
る（EV level Ib8, 9））
．また scarf 法と Ludloff 法の前向き比較研究（各 57 例）では，
Ludloff 法で，神経痛が 1 例，癒合遅延は 3 例，scarf 法では 2 例に創部の訴えがあっ
たとしている（EV level Ⅱ 10））
．scarf 法など骨幹部骨切り術は，遠位骨切り術に比
べ骨頭壊死の発症頻度が低い反面，その侵襲の大きさより，創部痛や神経痛が他
の方法より若干多いとの報告が散見される．また Ludloff 法は，scarf 法と比べ，や
や背側転位や癒合遅延が多い傾向にある．
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章

はじめに
遠位骨切り術は外反母趾に対する標準的な術式の 1 つである．すでに 1884 年に
は症例報告（EV level Ⅴ 1））があり，19 歳の男性に対して骨頭頚部内側で closed
wedge 骨切り術が行われている．その後，多数の術式が報告され，第一中足骨頚部
で骨切り術を行う方法を総称して遠位骨切り術と呼ばれている．その目的は，第
一中足骨内反を矯正し，かつ骨頭の位置を基節骨に合わせるようにして外反母趾
変形の矯正を図ることである．
骨切り部位は，骨頭直下から骨幹部に近い部位まで様々である．代表的な術式
としては，V 字型に骨切りする chevron 法，骨切り部を鍵形に形成する Mitchell
法，斜めに骨切りする Wilson 法，骨頭を基節骨と一緒に外反させるように骨切り
する Hohmann 法などがある（図 1）
．
同時に行う手術手技としては，骨頭の内側骨性隆起切除，ならびに内側軟部組
織縫縮はほとんどの報告において行われている．また，全例に対して外側軟部組
織解離術を追加している報告もある．
遠位骨切り術に対する推奨の作成にあたり，クリニカルクエスチョンとしては，

図1

Mitchell法

chevron法

Wilson法

Hohmann法
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①どのような症例に行われるか，②成績はどうか，③合併症にはどのようなもの
があるか，④後療法の期間はどれぐらいか，の 4 つを設定した．2008 年発行の第 1
版では，1982 ～ 2002 年における外反母趾に関係する論文が検索対象となった．今
回の改訂では 2003 ～ 2012 年における論文を検索し，58 編（英語 49 編，日本語 9 編）
を抽出した．これらを査読しアブストラクトフォームを作成した．それぞれのク
リニカルクエスチョンに対して，EV level Ⅲ以上の論文は原則として残した．ま
た，EV level Ⅳであれば追跡調査できている症例数が 50 足以上の報告を基本的に
は残したが，多数例の報告でも，客観的な指標としての角度計測がなされていな
い報告は除外した．最終的には 38 編（英語論文 35 編，日本語論文 3 編）を新たに採
択し，推奨は 2 個追加され合計 11 個となった．
改訂時の主な変更点としては，Clinical Question 1（遠位骨切り術はどのような
症例に行われるか）と 2（遠位骨切り術の手術成績はどうか）に対する下記の推奨
を追加し，それに対する推奨 Grade を決定した．
追加した推奨：1．外側軟部組織解離術を併用することで，重度例においても適
応できる，2．軽度から中等度の外反母趾に対する最小侵襲手術は，術後早期では
良好な成績が期待できる．

本章のまとめ
手術適応に関しては，疼痛の存在が最も重要である．しかし，手術法の中で遠位
骨切り術を選択する場合の基準は必ずしも明確ではない．まず，変形の程度と年
齢に注目し，軽度～中等度の症例に対しては安定した成績が期待できること，い
ずれの年齢にも適応できることを示した．しかし，軽度～中等度の外反母趾に対
して施行した場合でも，わずかであるが不満足例が存在することも事実であり，
手術を行うにあたってはそのことを十分説明する必要がある．改訂版では重度例
に対する適応についての推奨を追加した．遠位骨切り術に外側軟部組織解離術を
併用することで良好な成績が得られたという報告が増えているが，まだエビデン
スは十分ではない．
次に手術成績に関しては，装具による保存療法と比較して中等度までの症例で
は遠位骨切り術の主観的改善度は勝っていた．また術式別の成績の比較では，欧
米で最も一般的に行われている chevron 法について，矯正力に関して他の遠位骨
切り術よりも優れているというエビデンスはなかった．特に内固定を用いない
chevron 原法は，他の術式よりも矯正力が小さい可能性がある．最近では様々な
内固定法が考案されており，固定を強固にすることで日常生活への復帰が早まる
などの初期成績は影響を受けるが，術後 1 年程度経過すると内固定法が違っても
成績に明確な差が認められなくなる．近年は小皮切により遠位骨切り術を行うと
いう最小侵襲手術の報告が増えているため，これに関する新たな推奨を追加した．
中等度までは短期成績は良好との報告が多かった．
合併症の発症は成績不良の原因になり，インフォームド・コンセントを得る場
合にも，その種類と頻度を知ることは重要である．最も一般的なものは変形再発
であるが，手術適応を中等度までにとどめ，的確に手術を行うことにより多くの
場合で予防できる．また，第一中足骨頭の無腐性壊死を起こすことがあり注意を
要する．骨切り術による第一中足骨の短縮と中足痛発症の関係は以前からいわれ
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ているが，相反する結果の論文があり，結論に至ることはできなかった．また，一
般的な術式間での合併症の発症率には差はなかった．
後療法に関しては，ギプス固定を行うと機能回復が遅れるとする報告が多い．
現在ではほとんどの手術で内固定を行うため，弾性包帯固定などの簡易な固定方
法で十分である．

今後の課題
遠位骨切り術ということで様々な術式をまとめて論じたが，個々の術式をみる
と，特定の 1 つの術式が他の術式よりも明らかに優れているという質の高い報告
は見つけられなかった．それぞれの手術は画一的な方法で行われているのではな
く，たとえ同じ術式名で呼称されていても，骨切り法や軟部組織の処理，内固定
法，後療法などが厳密にいえば異なる．また，個々の外反母趾の病態も千差万別
で，術者の技量にも優劣があり，科学的に論じるには，対象も術者も厳密に限定し
た介入が必要である．そのような論文はまだ十分ではなく，今後さらに大きな規
模の前向き研究が必要である．また，今回 10 年以上経過観察を行った論文を 2 編
新たに採用したが，長期成績を示す質の高い研究がさらに必要である．特に最小
侵襲手術の長期成績は待たれるところである．
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Clinical Question

1

遠位骨切り術はどのような症例に行われるか
推

Grade B

奨

軽度から中等度の症例に対して適応がある．
外側軟部組織解離術を併用することで，重度例においても適応できる．
年齢に制限を設けず適応してよい．

Grade Ⅰ
Grade Ⅰ

背景・目的
外反母趾全般にいえることであるが，疼痛の存在が手術適応に最も重要である
ことに議論の余地はない．しかし，手術法の中でも遠位骨切り術を選択する場合
の基準は必ずしも明確ではない．実際にはどのような例に遠位骨切り術が行われ
ているのか検討し，適応を明らかにする．また，年齢により適応の制限があるのか
どうか検討する．

解

説
1

重症度に応じた遠位骨切り術の適応について
①中等度までの成績
よくデザインされた研究では，遠位骨切り術は軽度～中等度に対して行うこ
とを前提にしていることが多い（EV level Ib1），EV level Ⅱ 2, 3），EV level Ⅲ 4））
．
外反母趾変形の重症度は，荷重時足部背底像における HV 角ならびに M1-M2 角
で評価される．しかし，どの程度の変形を中等度とするのかの明確な定義は難し
い．そのため推奨の作成にあたっては，具体的な角度を示さずに「中等度」という
表現を用いた．手術成績に関しては，軽度から中等度の外反母趾に対して施行さ
れた chevron 法では，手術に満足している例の割合は 87 ～ 94% という報告（EV
level Ib1），EV level Ⅱ 2），EV level Ⅳ 5））がある．長期成績については，Wilson 法
と Mitchell 法術後 20 年以上経過観察を行った報告（EV level Ⅲ 6））では，ほぼすべ
てが good 以上の臨床評価であり矯正角も維持されていた．Chevron 法に外側解離
術を併用し 10 年以上経過観察可能（平均 12.7 年）だった症例について，臨床的お
よび X 線学的で評価し手術時年齢が 50 歳未満と 50 歳以上の群に分けて検討した
ところ両群間に有意差なく，矯正も維持され長期成績は良好であった（EV level
Ⅳ 7））
．一方，安定して良好な成績が得られる変形の程度は，Mitchell 法では，HV
角が 30 ﾟ未満，M1-M2 角が 15 ﾟ未満とする報告がある（EV level Ⅲ 8））．Lindgren
法でも HV 角が 30 ﾟ以下で良好とするものがある（EV level Ⅲ 9））
．軽度から中等
度の外反母趾に対して施行された chevron 法と scarf 法の RCT（EV level Ib10））
では，両群間で術後成績に有意差は認めなかった．委員会としては，現在報告され
ている主な方法を確実に遂行した場合には良好な成績が得られる可能性が高いと
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の立場で推奨を作成した．
②重度例の成績
Mitchell 法や Lindgren 法では，HV 角が 40 ﾟ（EV level Ⅲ 8, 9））～ 50 ﾟ（EV level
Ⅲ 11））以上であれば不良であったとされる．また，chevron 法の 154 例 225 足の報
告（EV level Ⅲ 12））でも，HV 角が 40 ﾟ以上，M1-M2 角が 15 ﾟ以上では大変満足の
割合が低かったと述べられている．しかし，遠位骨切り術に外側解離術を併用す
ることにより，良好な成績が得られたとの報告が存在する．Wilson 法と外側軟部
組織解離術の併用では，術後 5 年以上の経過で HV 角が 40 ﾟ以上の例でも良好な
矯正が得られたとする報告がある（EV level Ⅲ 13））
．この論文では HV 角が 40 ﾟ以
上 45 ﾟ未満，45 ﾟ以上 50 ﾟ未満，50 ﾟ以上の各群間で，調査時の HV 角と M1-M2 角
に差はなかったとしている．外側軟部組織解離術を併用した chevron 法と scarf
法の RCT（EV level Ib14））では，両者の成績は同等であった．しかも M1-M2 角が
17 ﾟ以上の重度例では HV 角は chevron 法の方が有意に低値（chevron 法術前 39.3 ﾟ
が術後 19.3 ﾟ，scarf 法術前 38.2 ﾟが術後 26.3 ﾟ）だった．しかしこの角度では，決し
て良好な矯正位とはいえない．遠位直線骨切りである Bosch 変法と骨幹部斜め骨
切りである Ludloff 変法との比較（EV level Ⅲ 15））では，臨床評価は 2 群間では有
意差がなかったが HV 角，M1-M2 角，種子骨位置が Bosch 群で有意に良好であっ
た．また変形再発が Ludloff 群で有意に多かった．scarf 法と chevron 法を比較した
systematic review（EV level Ia16））では，scarf 法は M1-M2 角をより改善すると
の結果だった．しかしエビデンスの質が低いものが含まれているので弱い推奨の
みとしていた．以上から，外側軟部組織解離術を併用した遠位骨切り術によって
重度例においても良好な成績が得られる可能性があると考えらえるが，それを支
持するエビデンスがそろっているとはいえない．そもそも重度例に対する手術療
法は容易ではなく，術者の技量が成績に大きく影響する．重度例に対する遠位骨
切り術の成績については，さらなるエビデンスレベルの高い研究が求められる．

2

適応年齢
①高齢者に対する成績
年齢により成績に差があるかどうかを明確にするには，対象の重症度を統一し
て年齢間の比較を行う研究が必要である．軽度～中等度の外反母趾に対して行わ
れた外側軟部組織解離術を併用した chevron 法の報告（EV level Ⅱ 2））では，50 歳
未満 30 足と 50 歳以上 27 足の両群間に臨床評価，HV 角，M1-M2 角による X 線像
評価に差がなかった．同様の術式による長期成績（平均 12.7 年）
（EV level Ⅳ 7））で
も，50 歳未満と 50 歳以上の両群間の結果に有意差なく矯正も維持され長期成績は
良好であった．この他でも，Mitchell 法と Wilson 法の成績は 55 歳以上でも良かっ
たとする報告や（EV level Ⅲ 17）），chevron 法に Akin 法を加えることで，比較的高
齢の中等度までの外反母趾で良いとする報告（EV level Ⅳ 18））がある．逆に，高齢
者に対しては良くないとする報告もある．Chevron 法で 55 歳以上
（EV level Ⅳ 5））
，
60 歳以上（EV level Ⅲ 12））
，Wilson 法で 50 歳以上（EV level Ⅳ 19）），Mitchell 法で
56 歳以上（EV level Ⅳ 20））の例では良くなかったとしている．しかし，これらの報
告のエビデンスレベルは低く，高齢者の重症度に関する記載はなかった．当然年
齢が増すほど術前の重症例の割合が多いと考えられ，そのことが術後成績に影響
Clinical Question 1
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していた可能性がある．これらのことから足趾の血行障害などの禁忌事項がなけ
れば，高齢者に対しても適応に制限がないとした．
②若年者に対する成績
重症度を統一して成績を比較した論文は見つけることができなかった．第一中
足骨の骨端成長軟骨線は近位にあるため，骨切り術を行う場合には若年者では遠
位骨切り術が適応になる（EV level Ⅳ 21））．採択した論文では 10 歳から手術を行っ
ていた．手術成績は良いとする報告（EV level Ⅲ 12），EV level Ⅳ 22-24））が多いが，
中にはあまり良くないとする報告（EV level Ⅳ 21））もある．しかし，いずれもエビ
デンスレベルは低かった．遠位骨切り術は若年者に対しても適応可能である．
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Clinical Question

2

遠位骨切り術の手術成績はどうか
推

Grade B

奨

軽度から中等度の外反母趾に対する遠位骨切り術は，装具による保存
療法と比較して主観的改善度は勝る．

Grade B

遠位骨切り術における術式間の成績の差は明かではないが，内固定を
用いない chevron 原法の変形矯正力は他の術式と同等かそれ以下であ
る．

Grade B

内固定法の相違による成績の差は明らかではない．
軽度から中等度の外反母趾に対する最小侵襲手術は，術後早期では良
好な成績が期待できる．

Grade C

背景・目的
治療成績の評価は，変形矯正，除痛，機能改善および患者満足度に置く必要があ
ると考えられる．また，客観的な指標として X 線像による計測は，外反母趾の変形
矯正を評価するのに不可欠である．本項では，はじめにこれらの事柄について骨
切り術が保存療法よりも優れているかどうか検討する．また，骨切り法や内固定
法の相違により成績が変わるかどうか検討する．

解

説
1

遠位骨切り術と保存療法の成績の比較
HV 角が 35 ゜以下かつ M1-M2 角が 15 ゜以下の例に対して外側軟部組織解離術を
併用した chevron 法による手術群 71 例と，装具による保存療法群 69 例を比較した
RCT（EV level Ib1））では，手術群の成績が優れているという結果が出ている．そ
れによると，chevron 法では装具による保存療法と比較して，12 ヵ月後には VAS

（Visual Analog Scale）による痛みの評価，美容的観点，靴の問題，AOFAS による
母趾機能評価法，患者自身による全体的な満足度で優っていた．このことから，遠
位骨切り術は保存療法と比較して改善度は勝ると結論している．

2

遠位骨切り術間における術式の相違による成績の違い
Chevron 法 vs Mitchell 法：2 編が存在する（EV level Ⅲ 2），EV level Ⅳ 3））
．
臨床評価ではともに両者で大きな差は認めなかった．しかし，ともに Mitchell 法
の方が変形矯正は若干良好であった．
Chevron 法 vs Wilson 法（EV level Ib4））
：前者で早期に職場復帰できた
が，後者の方が良好な機能回復ならびに足の外観に満足が得られていた．また，
Wilson 法の方が HV 角の矯正ならびに関節可動域が有意に良好で，中足痛を訴え
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る例が少なかった．
Chevron 法 vs Lindgren 法（EV level Ib5））
：両術式ともに外側軟部組織解離
術は行っておらず，Lindgren 法では内固定にスクリューを用いていた．臨床成績
に両群間で有意差を認めなかったが，画像評価では HV 角と M1-M2 角が Lindgren
法で有意に小さかった．
これらのことから遠位骨切り術の中でも chevron 法は若干矯正力が小さく，
より軽症例に適応されている理由である可能性がある．ただし，上記に提示し
た報告で用いられた chevron 法は内固定を用いない原法であった．少なくとも
chevron 法が他の遠位骨切り術よりも優れているというエビデンスはない（EV
level Ia6））
．
Wilson 法 vs Hohmann 法（EV level Ⅲ 7））
：自覚評価で満足度，外観とも両群
間で差はなく，他覚評価の母趾 MTP 関節可動域，HV 角，M1-M2 角も差はなかっ
た．
Wilson 法 vs Mitchell 法：2 編が存在する（EV level Ⅲ 8, 9））
．前者の報告では
Mitchell 法が術後の中足部痛の割合が少なく，日常生活への復帰期間も短く，患者
満足度も高かった．しかし，Wilson 法は内固定を行っておらず，Mitchell 法も吸収
糸による固定であり，内固定材料の相違で成績が変わる可能性がある．一方後者
は術後 20 年以上経過観察を行った報告で，Wilson 法はスクリュー固定，Mitchell
法は糸による固定であった．長期成績では両術式とも良好だが，Wilson 法よりも
Mitchell 法で第一中足骨短縮がより少なく全般的評価が改善した割合がより良
かった．

3

内固定法の相違による成績の違い
同じ骨切り方法だが内固定法が違うことによる成績への影響を分析した．
Chevron 法についてみると，内固定法を Herbert Whipple screw, Kirschner 鋼線，
固定なしで比較した報告（EV level Ⅲ 10））では，術後平均 3.3 年で患者満足度に差
はなかった．また，Kirschner 鋼線による固定の有無で成績を比較した報告（EV
level Ⅲ 11））でも，術後平均 22 ヵ月では結果に差はなかった．しかし，Kirschner
鋼線を用いた 30 足と螺子を用いた 30 足の術後 6 週間の短期成績の比較（EV level
Ⅲ 12））では，螺子固定群のほうが母趾 MTP 関節の可動域が良好で整復位の保持が
良く，日常の靴への復帰が早かったとしている．吸収ピンによる固定の有無で成
績を比較した報告（EV level Ib13））では，内固定群で有意に大きな骨頭移動量を
認めた．しかしその差は平均 0.7 mm であった．また，Mitchell 法では，螺子固定を
行った群と骨を糸で縫合した群の比較（EV level Ib14））では，前者の方が回復に
かかる時間が少なく，社会復帰が早かったとしているが，術後 1 年の成績に差はな
かった．また，吸収ピンで固定する群と Kirschner 鋼線または縫合糸で固定する群
の比較（EV level Ⅲ 15））でも，術後平均 11 ヵ月で疼痛のレベルには差がなかった．
吸収ピンによる固定群と骨を糸で縫合した群の比較（EV level Ⅲ 16））では，吸収
ピン固定群で術後初期（4 週）の痛みが小さく後療法が早かったが矯正や最終成績
に有意差はなかった．これらのことから，内固定法の相違により，早期の手術成績
は影響を受けるといえるが，術後 1 年程度経過すると，成績に明確な差が認められ
なくなることがわかった．Systematic review の中での分析でも，内固定法の違い
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による明らかな成績への影響は認めていなかった（EV level Ia6））
．

4

最小侵襲手術（経皮的手術）
近年，最小侵襲手術として経皮的な第一中足骨遠位骨切り術が試みられその成
績が報告されている．ヒットした文献における術式は骨頭下の小皮切から骨切
りを行って骨頭を外側に移動し，内固定として Kirschner 鋼線をその骨頭内側に
沿わせて近位の髄腔内まで刺入する方法が用いられていた．中等度までの外反母
趾に有効とする論文（EV level Ib17），EV level Ⅲ 18），EV level Ⅳ 19, 20））がある一
方，HV 角が 30°を超える症例には勧めないとするものが一編存在した（EV level
Ⅳ 21））
．いずれの論文も術後経過観察期間は短期から中期であった．最小侵襲手
術の systematic review（EV level Ia22））では，初期の成績は期待できるものが多
いが，エビデンスレベルの高い論文が少なく，広く適応することに対する明確な
推奨はできずさらなるエビデンスレベルの高い研究データが必要と結論づけてい
た．以上から推奨 Grade は C として推奨を作成した．
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Clinical Question

3

遠位骨切り術の合併症にはどのようなものがあるか
推

Grade Ⅰ

奨

第一中足骨頭の無腐性壊死を生じることがある．
第一中足骨の過度の短縮により術後の中足痛を生じる可能性がある．
遠位骨切り術の合併症の発症率に術式間の差があるかは明かではない．

Grade Ⅰ
Grade B

背景・目的
手術による合併症の発症は，成績不良の原因になる．遠位骨切り術で問題とな
る合併症にはどのようなものが報告されているのか調査し，エビデンスの高い論
文を中心に，それらが本当に骨切り術を原因として生じているのかどうか検証す
る．また，合併症の発症率に，術式間に差があるかどうか検討する．

解

説
遠位骨切り術の合併症は，術式や内固定法，後療法により異なるが，採択した論
文で報告されているものを示す．

1

母趾 MTP 関節周囲の合併症
• 変形再発（EV level Ib12），EV levelⅡ 11），EV level Ⅲ 5, 7-9, 51），EV level Ⅳ 1-4, 6, 10, 11））
• 骨頭壊死（EV level Ib19），EV level Ⅲ 13, 15, 18），EV level Ⅳ 3, 10, 14, 16, 17, 20））
• 内反母趾（EV level Ⅲ 5, 9, 13），EV level Ⅳ 6, 10, 21-23））
• 強剛母趾（EV level Ⅲ 5, 9），EV level Ⅳ 16, 22, 27-29））
• 種子骨炎（EV level Ⅱ 24），EV level Ⅳ 16））
• 長母趾屈筋炎（EV level Ⅳ 16））
• 趾神経障害（EV level Ⅱ 24），EV level Ⅲ 11, 13），EV level Ⅳ 6, 22, 25-28））
• 内固定材料（スクリュー・ピン）による刺激症状：
（EV level Ⅲ 9），EV level
Ⅳ 26, 28, 29））
• 変形性関節症（EV level Ⅳ 29））
• 骨頭脱臼骨折（EV level Ⅲ 9））

2

骨切り部位での合併症
• 変形治癒（EV level Ⅱ 24），EV level Ⅲ 13, 30, 51），EV level Ⅳ 1, 14））
• 骨癒合遅延（EV level Ⅳ 10, 20））
• 偽関節（EV level Ⅲ 31），EV level Ⅳ 1, 16））

3

母趾以外の足趾の合併症
• 中 足 痛 の 発 症（EV level Ib33），EV level Ⅱ 37），EV level Ⅲ 31, 32, 34, 36），EV
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level Ⅳ 3, 4, 14, 22, 23, 29, 35））
• 第二，第三中足骨の疲労骨折（EV level Ⅳ 14, 16），EV level Ⅴ 38））

4

その他手術一般における合併症
• 表層感染（EV level Ⅱ 37），EV level Ⅲ 8, 9, 13），EV level Ⅳ 1, 10, 22, 23, 25-29, 39, 41））
• 深部感染（EV level Ⅱ 24, 37），EV level Ⅳ 2, 40, 41））
• 深部静脈血栓症（EV level Ⅱ 42），EV level Ⅳ 1））
• 反射性交感神経性ジストロフィー（EV level Ⅲ 13））
• 肥厚性瘢痕（EV level Ⅱ 11））

5

骨頭壊死
骨頭壊死は発症しなかったとする論文が多くある一方，骨頭壊死が生じたと
する論文が存在する（EV level Ib19），EV level Ⅲ 13, 15, 18），EV level Ⅳ 3, 6, 10, 14, 17,
）
．Chevron 法における各手技後の骨頭血流をドップラーで 20 足について評

20, 43）

価したところ，baseline を 100％とすると内側解離後に 55％，外側軟部組織解離
後 42％，骨切り後 29％となった．このシリーズでは骨頭壊死発症はなかった（EV
level Ⅳ 44））
．骨シンチグラフィーによる評価では，chevron 法による骨切り術単
独 39 例のうち 3 例（7.7％）で骨頭に異常所見（up take 減少）を認めた．その後は X
線像で骨頭壊死所見や臨床症状は生じていなかった（EV level Ⅱ 45））．骨頭壊死が
生じた場合の発症頻度は多くは数％であるが，外側軟部組織解離術を追加すると
40% になるという報告（EV level Ⅳ 6））もある．しかし，軟部組織解離術に関して
は，骨シンチグラフィーを用いた chevron 法による骨切り術単独例 18 足と外側軟
部組織解離を加えた 21 例の検討では（EV level Ⅱ 46））
，前者で 3 足，後者で 1 足に
術後早期に骨シンチグラフィーで中心性の欠損を認めたが，最終経過観察時では，
全例で正常化したとするものもある．遠位骨切りに外側軟部組織解離を追加する
と骨頭壊死の危険性は高まるかという疑問には結論がでていない．頻度の問題は，
どの程度の X 線像上の変化を骨頭壊死とするのかという定義が関与する．また，
どの程度まで血行を温存できるかは個々の術者の手術操作の影響が大きいため，
発症率を論じる前に明確かつ詳細に操作を明らかにする必要がある．いずれにし
ても遠位骨切り術は骨頭の血流に影響を及ぼし，無腐性壊死を起こすことがある
のは確かであり，手術に際しては愛護的操作を心がけるべきである．

6

第一中足骨の短縮と術後の中足痛の関係
外反母趾の術後に中足痛が残存したり，新たに発症したりすることがある．
第一中足骨の短縮との関連が示唆されており，論文的に検証した．Wilson 法
と chevron 法の比較（EV level Ib33））では，第一中足骨の短縮度は前者で平均
10 mm，後者で平均 6 mm と前者で有意に大きかった．しかし，調査時に中足痛を
訴えたのは前者で 5 人 19%，後者 10 人 40% と後者で多かった．中足痛の発症と短
縮の程度は相関していなかった．また，Wilson 法と Hohmann 法の比較（EV level
Ⅲ 31））では，両者間で短縮の程度に差を認めず，短縮の程度と臨床成績に関連は
なかった．その他でも短縮と中足痛出現の関係は証明できないとする報告（EV
level Ⅲ 32, 47），EV level Ⅳ 3, 4））がある．
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し か し 一 方，短 縮 さ せ な い 方 が 術 後 の 中 足 痛 は 少 な い と す る 報 告 も あ る．
Lindgren 法（EV level Ⅲ 48））ならびに Mitchell 法（EV level Ⅲ 49））で，第一中足
骨を短縮させないための工夫を行った変法と原法の成績を比較している論文があ
る．それらによると短縮させない変法の方が術後に中足痛を認めた例は少なかっ
たとしている．また，Lindgren 法施行後の第 2 ～ 5 中足骨頭底痛の程度と第一
中足骨短縮量を評価した論文では，両者に正の相関が認められていた（EV level
Ⅳ 35））
．
手術により第一中足骨が短縮することと，中足痛が残存したり新たに生じたり
することが “ 関連しない ” とする質の高いエビデンスの論文が 1 編と複数の中等度
の質のエビデンスの論文があるが，“ 関連する ” とする中等度の質のエビデンスの
論文も複数あり Grade I とした．委員会としては，過度の短縮は避ける方が望まし
いとする立場で，推奨を作成した．

7

術式の相違と合併症の発症率
遠 位 骨 切 り 術 同 士 で 合 併 症 に 差 が あ る か ど う か の 検 討 で は，chevron 法 と
Wilson 法（EV level Ib33））
，Wilson 法 と Hohmann 法（EV level Ⅲ 31）），Mitchell
法 と chevron 法（EV level Ⅲ 18））
，chevron 法 と Lindgren 法（EV level Ib23））
，
Mitchell 法と Wilson 法（EV level Ⅲ 8））を比較した論文があり，いずれも合併症の
発症率に有意な差はなかった．これらのことから遠位骨切り法の相違による合併
症の発症率に差があるとはいえないと結論した．しかし，併用術式として chevron
法に外側軟部組織解離を追加することにより骨頭の内反変形を生じたという報告

（EV level Ⅱ 50））や，骨頭の外反変形治癒を生じたとする報告（EV level Ⅲ 15））が
ある．また，chevron 法を軽度から中等度の外反母趾に行った際の外側解離術併用
の有無で成績を比較したところ，外側解離術を併用した群で有意に神経障害と背
側皮切部の瘢痕形成を生じた報告がある（EV level Ⅱ 11））．以上から手術手技を追
加することに伴う合併症発生にも注意する必要がある．
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Clinical Question

4

遠位骨切り術の後療法はどのようなものか
推

Grade B

奨

術後のギプス固定は必須ではなく，後療法の相違は治療期間に影響を
与える．

背景・目的
術後の固定法に関して，膝下ギプス固定や足袋型ギプス固定，スプリント，靴型
装具，弾性包帯固定，絆創膏固定など，様々な固定法が報告されている．しかし，
採択した論文の後療法をみても，最大 8 週間の膝下ギプス固定を行っているもの
から，ギプス固定を行わず術後 2 週間でスニーカー装着を許可しているものまで
千差万別である．本項でははじめにギプス固定が必要であるのかどうか検証する
ことにする．また，治療期間に影響を与えるようなエビデンスがあるのかどうか
検討する．

解

説
1

ギプス固定の必要性
ギプス固定の必要性を検証するには，術式を同じにして後療法の違いだけで
成績を比較した論文を検討する必要がある．Wilson 法で螺子固定を行い，後療法
に足袋型ギプスで固定した 20 例 26 足と，弾性包帯で固定した 20 例 26 足の比較

（EV level Ⅱ 1））では，両者間で満足度や特別な靴の必要性，関節可動域，HV 角，
M1-M2 角に差はなかった．また，Mitchell 法で骨切り部を縫合固定し，後療法に
足袋型ギプスで固定した 26 例 36 足と，硬性足底挿板を使用した 17 例 23 足の比較
（EV level Ⅲ 2））でも，臨床症状，Ｘ線像における矯正角，骨癒合までの期間，合併
症などすべての項目で両群間に差はなかった．後者の論文では骨切り部を縫合固
定するという比較的脆弱な内固定でさえも差がなかったということで，その意味
は大きい．また，ギプス固定は創の状態を観察するのには不利で，こすられて擦り
傷ができる可能性がある．費用の面からも弾性包帯固定が有利である（EV level
Ia3））
．
ギプス固定の影響を，術後経過期間を追って検討した Mitchell 法の論文（EV
level Ib4））では，術後 3 ヵ月までは骨切り部を縫合固定しギプス固定を行った非
荷重の群は螺子固定し軟性靴で早期荷重した群よりも機能評価は劣っていた．し
かし，6 ヵ月，1 年経過時点では差はなかった．ギプス群と軟性靴群の簡単な家事
復帰までの期間は平均で 5.7 週，2.9 週，家事全般への復帰または職場復帰までの期
間は 8.7 週，4.9 週と，後者で有意に早かった．ギプス固定が社会生活への早期復帰
を妨げている可能性がある．
90

第6章

遠位骨切り術

術後にギプス固定を行っている報告は多い．もちろん内固定の強度により外固
定の種類や期間は影響を受けると考えられる．しかし，現在では骨切り部に内固
定を行わないことは考えにくく，かつ上記のエビデンスがあるために遠位骨切り
術後のギプス固定は必須ではないと結論した．しかし，もちろん固定がまったく
必要ないわけではなく，弾性包帯固定や硬性靴装着など何らかの固定法が必要で
ある．

2

ギプス固定以外の固定法
ギプス固定以外の外固定法の間で，どの方法が優れているかということに関し
ては，chevron 法術後に soft cast（装具）か elastic band（包帯固定）かに無作為に
割り付けした結果，両群間の術後成績に有意差を認めなかったというものがあっ
た（EV level Ib5））
．

3

特殊な後療法
上記以外の特殊な後療法として，持続的他動運動（CPM）を用いると回復が早
かったとする報告（EV level Ⅱ 6））があったが，一般的な方法ではないと判断し積
極的に推奨しないことにした．また，超音波骨折治療法に用いられる低出力超音
波パルス（LIPUS）またはプラセボを chevron 法術後の 44 例 52 足にランダムに割
り付けし比較した研究では，術後 6 週と 1 年では両者の間に臨床的・画像的有意差
を認めなかったとする報告があった（EV level Ib7））
．
いずれにしても，先ほどのギプス固定の影響もそうであるが，少なくとも後療
法の相違は治療期間に影響を与えるといえる．
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遠位軟部組織手術

章

はじめに
1923 年，Silver は外反母趾に対する母趾 MTP 関節とその周辺の軟部組織処置に
よる矯正術（内側骨隆起の切除，母趾内転筋腱の切離，母趾外転筋腱を含めた内側
関節包の縫縮）を考案し，その術式の詳細を紹介したが，手術成績に関する報告は
なかった（EV level Ⅵ 5））
．McBride は Silver 法を改変した術式を考案し，1928 年
に同法を紹介した（EV level Ⅵ 4））
．その後，同法の矯正理論や手術成績について
も報告（EV level Ⅳ 2））し，遠位軟部組織処置による矯正術の確立に貢献した．こ
のような経緯から遠位軟部組織処置による矯正術は，一般に McBride 法と呼ばれ，
広く用いられるようになった．しかし，その後，母趾外側種子骨の切除によるとさ
れる内反母趾の高頻度の発症や変形矯正の限界が，同法の問題点として指摘され
るようになった．さらに遠位軟部組織処置と中足骨骨切り術を併用した術式が数
多く考案され，これらの手術成績が比較的安定していることも明らかとなり，遠
位軟部組織処置のみによる矯正術の適応はますます限られ , 現在ではほとんど軟
部組織手術単独では行われていない．
本章では遠位軟部組織手術の矯正原理と基本的手技，適応，手術成績，合併症お
よび後療法に関して文献的に調査し，同法の有用性と問題点を再度明らかにする
ことを目的とした．前回のガイドライン同様にあらかじめ遠位軟部組織手術の手
技，適応，成績，合併症および後療法に関するクリニカルクエスチョンをそれぞ
れ設定した．その後，原則として今回は 2003 年から 2012 年までの外反母趾に対す
る遠位軟部組織手術に関する論文を検索した．今回新たに検索できた論文は 23 編
（すべて英語論文）であり，これらの論文を綿密に査読し，詳細なアブストラクト
フォームを作成した．次にアブストラクトフォームをもとにあらかじめ設定され
たクリニカルクエスチョンに見合った論文 5 編を抽出し前回のガイドラインに追
加し再度同法の有用性と問題点を明らかにした．各推奨（要約）は最終的に採用さ
れた論文をもとに作成し，推奨 Grade は論文のエビデンスレベルを根拠として設
定した．
McBride 法の手術手技は，基本的には第一中足骨の内側骨隆起の切除，母趾内
転筋腱の切離と中足骨頭あるいは頚部への移行，外側種子骨の切除および母趾
MTP 関節内側関節包の縫縮からなる（図１）．すなわち母趾 MTP 関節外側では母
趾内転筋腱を基節骨と外側種子骨付着部で切離し，外側種子骨は切除する．第一
中足骨内反を矯正すべく母趾内転筋腱の中枢断端を第一中足骨頭または頚部へ移
行する．母趾 MTP 関節内側では内側骨隆起を切除し，母趾外転筋腱を含めて関節
包を縫縮することにより母趾の外反変形を矯正する．第一と第二中足骨間の開大
に対しては第一と第二中足骨頭あるいは頚部に縫合糸を通し，第一と第２中足骨
間を寄せて糸を結んで矯正位を保持することがある（EV level Ⅵ 3））．母趾 MTP
関節の拘縮に応じて外側関節包の切離（EV level Ⅵ 3））や深横中足靱帯の切離（EV
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McBride 法の手術手技

level Ⅳ 1））が追加されることがある．母趾 MTP 関節包の切開法には横切開，Y 字
状切開，L 字状切開および縦切開など種々の方法が報告されている．

本章のまとめ
遠位軟部組織手術の術式は，母趾内転筋腱を母趾基節骨と外側種子骨付着部に
て切離し，母趾外側種子骨は切除する．第一中足骨頭の内側骨隆起は切除し，母
趾外転筋腱を含めて内側関節包を縫縮する．切離した母趾内転筋腱の中枢端は第
一中足骨頭または頚部へ移行する．以上の処置により母趾の外反変形と第一中足
骨の内反変形の矯正を行うが，母趾外側種子骨の切除は術後の内反母趾発症に関
連していることから，これを温存することが望ましい．遠位軟部組織手術は母趾
MTP 関節部痛および中足痛の改善および変形矯正に有用であるが，母趾 MTP 関
節の可動域は減少する．手術成績に満足する患者の割合は低くはないが，中足骨
骨切り術の成績と比較すると総合成績あるいは満足度に関しては同等あるいは劣
るとする報告がある．合併症として感染症および神経損傷の頻度は少ないが，外
反母趾変形の再発および内反母趾の頻度は比較的高い．特に内反母趾変形が重度
となり手術的治療を必要とする症例がある．遠位軟部組織手術は保存療法に抵抗
する軽度から中等度の外反母趾（HV 角 30°未満）に適応され，年齢による適応の
限界は明らかでない．後療法に関してはギプスまたは圧迫包帯による固定が多く，
その期間は報告により異なり，0 ～ 8 週間と幅が広い．免荷歩行に関しても 0 ～ 6
週間と報告により差があり，標準となる後療法が定まっていないのが現状である．

今後の課題
外反母趾における遠位軟部組織手術に関する論文の大部分は後ろ向き研究の
Case series であり，Randomized-controlled trial, Meta-analysis あるいは Systemic
review といったエビデンスレベルの高い論文は今回の調査でもなかった．しか
し，これまで日常診療で用いられてきた情報のほとんどが，厳密に調査された後
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ろ向き研究によるものであることを考慮すると，後ろ向きに研究された論文によ
る本章の情報が直ちに信頼性に欠けると判断することはできない．
今回，新たに調査した遠位軟部組織手術の成績に関する論文においても同法が
有用な術式であると結論しているものの，近年，外反母趾に対して遠位軟部組織
処置のみによる矯正術はあまり行われなくなり，遠位あるいは近位中足骨骨切り
術との併用手術が広く用いられるようになっている．この要因としては遠位軟部
組織手術における変形矯正の限界，外反母趾変形の再発と内反母趾の発症頻度が
比較的高いことが挙げられる．さらに遠位中足骨骨切り術との比較においても遠
位軟部組織手術の成績は同等あるいは劣っていたとする論文が複数あり，優れて
いたとする論文がなかった．以上のことから，外反母趾変形に対する遠位軟部組
織処置のみによる矯正術の適応は制限され，慎重であることが望ましいだけでな
く軟部組織単独の術式は過去の術式となったと考える．現在，遠位軟部組織手術
は母趾外側種子骨を温存した術式として中足骨骨切り術と併用して用いられてい
る．今後は中足骨骨切り術を併用した場合に母趾内転筋腱の切離が必要なのか，
あるいは母趾 MTP 関節の内側関節包の縫縮が必要なのか，また関節包の縫縮が
必要ならどのような方法が最も良いのかなど，中足骨骨切り術に併用する遠位軟
部組織処置法については明らかでないことが多く，今後の検討課題として前向き
に比較研究されることが望まれる．

文
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2）
3）
4）
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Clinical Question

1

遠位軟部組織手術はどのような症例に行われるか
推

Grade Ⅰ

奨

保存療法にて症状の改善が得られない外反母趾に適応がある．
軽度の外反母趾（HV 角＜ 30°）に適応がある．
年齢による適応の限界は明らかでない．

Grade C

Grade Ⅰ

背景・目的
現在，外反母趾に対する遠位軟部組織処置のみの矯正術は選択されることは少
ないが，同法の適応と限界を症状，変形の程度および年齢を考慮して文献的に明
らかにする．

解

説
1

症状による適応
外反母趾に対する遠位軟部組織手術は，母趾 MTP 関節部痛，中足痛，外反母趾
変形あるいは既製靴が履けないといった症状があり，これらの症状が保存療法に
抵抗する症例に適応されている（EV level Ⅲ 1, 12），EV level Ⅳ 2, 4-6, 8, 14））
．

2

変形の程度による適応
外反母趾変形の程度として，HV 角では 16°～ 59°，M1-M2 角では 5°～ 30°ま
での症例に，遠位軟部組織手術が行われている（EV level Ⅲ 1, 8, 12），EV level
Ⅳ 2, 4, 5, 7, 9-11, 14））
．外反母趾変形の程度を分類し，それぞれの手術成績を統計学的
に比較検討した研究報告がないため，外反母趾変形の程度による本法の適応に関
しては明らかではない．しかし，遠位軟部組織処置のみでは HV 角および M1-M2
角の矯正に限界があるため，HV 角が 30°未満（軽度の変形）の症例を適応として，
これより高度な変形では中足骨骨切り術の追加を推奨する報告がある（EV level
Ⅳ 3））
．また高度な変形のときは中足骨の骨切り術に軟部組織手術を追加する必要
があるという報告もあった（EV level Ⅱ 13））
．

3

年齢による適応
年齢に関しては 11 ～ 77 歳の症例に遠位軟部組織手術が行われているが，年齢
による適応の限界は明らかでない（EV level Ⅲ 1, 7, 8, 12），EV level Ⅳ 2, 4, 6, 9, 14））
．さ
らに年齢，特に若年者と成人との間で手術成績に差があるかどうかについても詳
細に検討した報告がないため明らかでない．
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Clinical Question

2

遠位軟部組織手術の成績はどうか
推

Grade Ⅰ

奨

母趾 MTP 関節部痛および中足痛の改善に有用であるが，母趾 MTP 関
節の可動域は減少する．手術成績に満足する患者の割合は 63 ～ 93%
と低くない．

Grade C

遠位骨切り術と比較して総合成績，満足度および変形矯正は同等ある
いは劣る．

背景・目的
現在，外反母趾に対する手術療法として第一中足骨骨切り術を選択することが
多いが，遠位軟部組織処置のみによる矯正術の成績を明らかにすることは，同法
の有用性と問題点の把握のみならず他の術式との比較においても重要である．

解

説
1

臨床およびＸ線成績と満足度
外反母趾に対する遠位軟部組織手術により母趾 MTP 関節内側部痛が術後に消
失した症例の割合は，55 ～ 95%（EV level Ⅳ 1-7, 9-15））と報告により差があるが，
多くは 70% 以上の症例において除痛に有用であった．中足痛に関しては術前に
28 ～ 70％の症例に認められ，術後はそれぞれ 1 ～ 14% に減少したとする報告（EV
level Ⅳ 5-7, 10, 11, 15））があり，同法は中足痛の改善に対しても有効である．保存療法
や放置例との比較研究はないためエビデンスレベルは低いが，手術療法の適応が
種々の保存療法にて症状の改善が得られない症例であることを考慮すると除痛
に対して同法が有効であるとするのが妥当であろう．遠位軟部組織手術の術前・
後の母趾 MTP 関節可動域を記載した報告（EV level Ⅳ 15））では術前 68°
（50°～
105 °
）から術後 65°
（18°～ 100°
）と減少し，また術後の母趾 MTP 関節可動域を健
側と比較した報告では伸展および屈曲ともにその平均値は減少していたとする報
告がある（EV level Ⅳ 7, 10））
．また術後に母趾 MTP 関節の可動域制限を認めた症
例が 19%（EV level Ⅳ 9））
，67%（EV level Ⅳ 11））にあったとする報告もある．以上
から，制限の程度は明らかではないが，母趾 MTP 関節の可動域は術後に減少する
ことが示唆される．疼痛，機能および変形に関する総合評価は報告によりそれぞ
れ評価基準が異なっているため総括することは困難であるが，優（Excellent）ある
いは良
（Good）
の占める症例の割合は 59%（EV level Ⅲ 1），EV level Ⅳ 2））
，63%（EV
level Ⅳ 5, 6））
，70%（EV level Ⅲ 13））
，76%（EV level Ⅳ 14））とする報告があった．手
術成績に対する患者の満足度は 63％（EV level Ⅳ 17）），75%（EV level Ⅲ 4）），92%

（EV level Ⅳ 7, 10））
，93%（EV level Ⅳ 9））とする報告があった．
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X 線評価は立位足背底 X 線像から HV 角と M1-M2 角を計測して行われている．
遠位軟部組織手術後の HV 角と M1-M2 角の平均値はそれぞれ 14°～ 32°
，9°～ 15 °
の範囲にあり，手術による矯正角はそれぞれ 8°～ 20°
，3°～ 10°の範囲にあった
（EV level Ⅲ 16），EV level Ⅳ 4-7, 10, 13, 15, 17））
．遠位骨切り術と比較すると HV 角と
M1-M2 角ともに矯正角に劣ったとする論文と同 等であったとするものがあった
（EV level Ⅲ 8），EV level Ⅳ 4））
．

2

近位中足骨骨切り術の成績との比較
遠位軟部組織手術と遠位あるいは近位中足骨骨切り術との比較検討では，評価
基準は論文により異なるが，総合成績では中足骨骨切り術の方が良好な例の占め
る割合が多く（EV level Ⅲ 1, 13））
，患者の満足度は中足骨骨切り術の方が高かった

（EV level Ⅲ 4, 8））とする報告があるが，これらの報告はすべて後ろ向き研究で症
例数も少なかった．一方，遠位軟部組織手術の方が中足骨骨切り術よりも総合成
績あるいは満足度において優れていたとする報告はなかった．
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Clinical Question

3

遠位軟部組織手術の合併症にはどのようなものがあるか
推

Grade Ⅰ

奨

内反母趾変形の頻度は 3 ～ 10% 程度と比較的高く，ときに重度となり
手術療法が必要となる．母趾外側種子骨の切除と内反母趾発症には関
連があり，温存することが望ましい．

Grade Ⅰ

外反母趾変形再発の頻度は 20 ～ 72% 程度と中足骨骨切り術による矯
正術と比較すると高い．感染症および神経損傷の報告もある．

背景・目的
現在，外反母趾に対する矯正術として母趾外側種子骨を温存した軟部組織処置
に中足骨骨切り術を併用した術式が選択されることが多く，遠位軟部組織処置の
みによる矯正術はあまり用いられていない．この要因は遠位軟部組織手術後の変
形再発や内反母趾などの合併症が関係していることから，同法における合併症の
詳細を周知することは重要である．

解

説
1

内反母趾変形
内反母趾は遠位軟部組織手術のみならず中足骨骨切り術を併用した矯正術に
おいても生じる医原性の変形である．高度な内反母趾になれば疼痛が出現し，靴
を履くことも困難となる，さらにその治療も容易ではないため注意すべき合併症
である．内反母趾は母趾外側種子骨の切除，母趾内転筋腱の切離および母趾外転
筋腱の過緊張による母趾 MTP 関節での筋の不均衡によると考えられている（EV
level Ⅳ 26），EV level Ⅴ 25））
．外側種子骨を切除する遠位軟部組織手術による内
反 母 趾 の 発 症 頻 度 は，0%（EV level Ⅳ 13））
，3%（EV level Ⅳ 30））
，5%（EV level
Ⅳ 11, 24））
，8%（EV level Ⅳ 9, 16, 19））
，9%（EV level Ⅳ 29）），10%（EV level Ⅳ 28））
，
44%（EV level Ⅲ 27））で，術前に外反母趾変形の程度が中等度から重度の例にその
発症が多かったとする報告がある（EV level Ⅳ 16, 19））．内反母趾の手術的治療例の
うち，その原因が外側種子骨の切除を行った遠位軟部組織手術によるとする例の
割合は 100%（7/7 足）
，87%（13/15 足），50%（3/6 足）であったとの報告がある（EV
level Ⅳ 6, 23, 26））
．

2

外反母趾変形再発
外反母趾変形の再発に関してはその定義が確立されていないことから報告によ
り異なり HV 角を 20°以上，25°以上あるいは 30°以上をそれぞれ変形再発として
いる論文がある．HV 角が 20°以上を再発とする報告では，その頻度は 30％（EV
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101

level Ⅳ 11））
，25°
以上とすると 0％（EV level Ⅳ 28））
，5％（EV level Ⅳ 21）），29%（EV
level Ⅳ 2, 3, 21））
，30％（EV level Ⅳ 27）），30°以上とすると 24％（EV level Ⅳ 18））で
あった．また角度の定義は明らかにされていないが，再発の頻度が 72% という報
告もあった（EV level Ⅳ 32））
．遠位および近位中足骨骨切り術における外反母趾変
形再発は，それぞれ 3 ～ 20％（EV level Ⅳ 4, 10, 12, 14, 17, 20, 22）），4 ～ 11％（EV level
Ⅳ 1, 5, 7, 15））であることから，遠位軟部組織手術における変形再発の頻度は比較的
高いといえる．

3

感染症と神経損傷
感 染 症 に 関 し て は 0%（EV level Ⅳ 16, 19）），3.4%（EV level Ⅳ 11）），4.5%（EV
level Ⅳ 8））
，5.6%（EV level Ⅳ 32））との報告があるが，言及していない論文も多い．
神経損傷に関して術後知覚異常を 33% に生じたという報告があった（EV level
Ⅱ 31））
．
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Clinical Question

4

遠位軟部組織手術の後療法はどのようなものか
推

Grade Ⅰ

奨

外固定にはギプスと圧迫包帯が用いられているが，その必要性に関し
ては明らかでない．

Grade Ⅰ

免荷の必要性に関しては明らかでない．

背景・目的
手術の後療法はインフォームド・コンセントにおいて必須事項であることから，
遠位軟部組織手術の後療法（固定方法と期間，免荷歩行の期間）について調査する
必要がある．

解

説
1

外固定
術後の固定法にはギプス（EV level Ⅲ 9），EV level Ⅳ 1, 2, 6, 8, 11））および圧迫包帯

（EV level Ⅱ 12），EV level Ⅳ 3, 5, 7, 10））によるものがあるが，固定を行っていない報
告もある（EV level Ⅳ 4））
．固定期間については，ギプスでは 2 週間（EV level Ⅲ 1），
EV level Ⅳ 2））
，3 ～ 4 週間（EV level Ⅳ 8, 9））および 6 週間（EV level Ⅳ 6, 11））があり，
圧迫包帯では 2 週間（EV level Ⅳ 3））と 8 週間（EV level Ⅳ 5, 7, 10））としてそれぞれ
の手術成績が報告されている．

2

免荷歩行
免荷歩行期間については，ギプス固定では 3 ～ 4 週間（EV level Ⅲ 1），EV level
Ⅳ 2, 8, 9））と 6 週間（EV level Ⅳ 6））があり，圧迫包帯固定では，4 週間（EV level
Ⅳ 1, 2））あるいは特別な靴を履いて免荷歩行の制限をしていない（EV level Ⅱ 12），
EV level Ⅳ 5, 7））報告や踵歩行（EV level Ⅳ 11））などの報告がある．後療法として
固定あるいは免荷が必要であるのか，必要であるならその期間はどのくらいかに
関して検討した論文がないため明らかではない．
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第

8

手術：その他（切除関節形成術，関

章

節固定術，人工関節置換術，外反母
趾手術に合併して行う手術）

はじめに
外反母趾に対する代表的な手術方法は，中足骨骨切り術や軟部組織手術（第 4 ～
7 章）がある．その他の矯正手術として，切除関節形成術（図 1）
，関節固定術（図
2）
，人工関節置換術（図 3）がある．一般的には関節リウマチ（RA）などに伴う変
形で，疾患の特異性から関節を温存する手術で対応できない場合に適応となるこ
とが多い．本ガイドラインで扱う外反母趾は関節を温存する手術で対応が可能で
あり，現状ではそれが最も望ましい．しかし，外反母趾変形に関節症を伴う場合，
高齢者で後療法を厳格に行えず，機能維持よりも除痛が主な目的となる場合など，
必ずしも関節を温存することだけが最大の利点になるとはかぎらない．その際に
はそれらの手術が選択肢となるが，外反母趾に対する初回手術として用いられる
ことは現状では極めて少なく，その適応，成績，合併症についてのエビデンスも明
確でない．
本章では，あらかじめ立案されたクリニカルクエスチョンの中から，第 4 ～ 7 章
で記載した遠位，骨幹部，近位骨切り術，および軟部組織手術以外の外反母趾に対
する初回手術のその他の方法の適応，成績，合併症，後療法について検討した．こ
れらの手術に関する文献の対象疾患は，強剛母趾，RA やその他の全身性疾患，炎
症性疾患，外傷による外反母趾変形を含むことがあるが，いわゆる特発性の外反
母趾変形を明らかに限定できる文献を採択した．各文献のエビデンスレベル（EV
level）
，および各項目の推奨度（推奨 Grade）を決め，Q ＆ A 項目に答えるかたちで
推奨度のついた回答とその回答の根拠を記した．

図1

切除関節形成術

図2

関節固定術

図3

人工関節置換術
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さらに今回の改訂版では，外反母趾に合併する手術についてのクリニカルクエ
スチョンを設けた．外反母趾の患者の愁訴となっているものには，母趾変形や痛
み以外に外側趾の MTP 関節（亜）脱臼に伴う中足痛や内反小趾の痛みなどがある．
それらは外反母趾と同様に開張足など足の構築学的問題に伴い経年的に出現する
ものが多く，同時に手術されることも多い．それら合併症の病態や手術法につい
ての解説を加えた．

本章のまとめ
外反母趾に対する初回手術のその他の方法として，切除関節形成術，関節固定
術，人工関節置換術が報告されているが，その数は少なく，そのほとんどが後ろ向
き研究の case series，あるいはあっても retrospective comparative study であり，
前向き研究はなかった．
切除関節形成術は，術後の中足痛の残存や新たに中足痛が発症する頻度が高
く，底屈制限や底屈筋力の低下が生じやすく，変形再発の頻度も低くない．中足骨
骨切り術との比較では関節可動域の獲得域が低く，中足痛の発症率が高い．した
がって若年者に用いるべきではない．しかし母趾 MTP 関節内側部痛の改善に有
用で，手術結果に満足する患者の割合は低くないため，除痛を主な目的とする場
合の高齢者などでは適応になる．切除関節形成術後に一定期間用いた Kirschner
鋼線の有用性は明らかではない．合併症として，変形再発，母趾の背屈変形の頻度
は低くない．内反母趾変形は 5％以下にみられる．
関節固定術は母趾 MTP 関節内側部痛の改善に有用で，手術結果に満足する患
者の割合は切除関節形成術とほぼ同等である．変形矯正は確実で母趾の変形再発
はない．しかし母趾 MTP 関節底側部の胼胝形成や IP 関節障害の頻度が少なくな
く，再手術も極めて困難である．したがって関節固定術は切除関節形成術同様，比
較的高齢者に良い適応がある．
人工関節置換術の術後成績は明らかではないが，X 線学的合併症の頻度は低く
ない．したがって，耐久性を考慮し活動性が高い年齢層には用いるべきではない．
その他の手術の関節症の有無や変形の程度による適応，後療法の期間は明らか
でない．
外反母趾手術に合併して行う手術には，第二趾 MTP 関節脱臼や内反小趾に対
する様々な骨切り術があり，比較的良好な成績が報告されている．

今後の課題
第 4 ～ 7 章に示すように，従来から数多く報告されてきた中足骨骨切り術や軟
部組織手術による関節温存手術でさえ，エビデンスレベルが高い文献は多くな
い．それ以上に，その他の方法に関する文献でエビデンスレベルの高いものは少
なかった．近年では医療経済システムの抜本的な改革として，最小の資源で最大
の効果が得られる効率的な治療法の確立が求められている．たとえば，後療法や
入院期間の短縮，廉価な器材で同等な成績を得る方法の模索もその 1 つである．こ
のような理由からも，今後は関節を温存する方法以外の，その他の手術の適応，成
績，合併症などがより詳細に検討され，それを実践するためのエビデンスを得る
必要性が増すと思われる．現時点で関節温存手術に代わる方法の RCT を行うこと
108

第 8 章 手術：その他（切除関節形成術，関節固定術，人工関節置換術，外反母趾手術に合併して行う手術）

は極めて困難であるといわざるを得ないが，関節症変化を伴う場合，高齢者，通常
のプロトコールによる後療法が困難な場合のように，関節温存手術で対応できな
い症例は必ず存在する．したがって外反母趾の診断基準を確立し，理想的な治療
のアウトカム指標が策定され，その結果多施設共同研究がより容易になれば，適
応が限られ症例数が少ない術式であってもレベルが高いエビデンスを得ることが
可能になると思われる．
したがって，今後の課題として次のようなことが挙げられる．
① 外反母趾に対する切除関節形成術，関節固定術，人工関節置換術の多施設共
同研究
② 年齢や患者の QOL に合わせた術式選択とその治療成績の検討
③ ①②から得られたデータを基にした医療経済効果の改善
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Clinical Question

外反母趾に対するその他の手術（切除関節形成術，関節固
定術，人工関節置換術）はどのような症例に行われるか

1

推
Grade C

奨

切除関節形成術，関節固定術および人工関節置換術は高齢者に適応が
ある．切除関節形成術は若年者に用いるべきではない．

Grade Ⅰ

人工関節置換術は活動性が高い年齢層に用いるべきではない．

背景・目的
外反母趾に対する初回手術として，切除関節形成術，関節固定術，人工関節置換
術による矯正術が現状で選択されることは極めて少ない．しかしすべての外反母
趾について第 4 ～ 7 章に記載した骨切り術や軟部組織手術による関節を温存する
手術のみですべて対応できるとは限らない．したがってその他の手術（切除関節
形成術，関節固定術，人工関節置換術）の成績から，その適応と限界を症状，変形
の程度および年齢を考慮して文献的に明らかにする．

解

説
切除関節形成術，関節固定術，人工関節置換術のそれぞれの手術適応を述べる．

1

切除関節形成術
切除関節形成術は主に関節症による痛みに対する除痛効果を目的とし，活動性
の高くない高齢者で，関節固定を避けたい症例に適応がある．術式が簡単で短期
的な除痛効果は良好である（EV level Ⅲ 1））が，再発や中足痛の発症率が高く，屈
曲力低下，関節動揺性・拘縮，背屈母趾などの問題も生じやすい（EV level Ⅱ 6），
EV level Ⅲ 2, 4），EV level Ⅳ 3））
．
若年者に対する切除関節形成術と Mitchell 法の比較では，中足痛の発症率は切
除関節形成術が有意に高いので避けるべきであるという報告がある（EV level Ⅲ
）
．また，切除関節形成術と Mitchell 法の術後成績は初期の関節症変化であれば

5）

影響されないという報告があり（EV level Ⅲ 7））
，関節症変化があっても軽度な場
合は積極的に切除関節形成術を選択する理由はないといえる．

2

関節固定術
切除関節形成術と同様に，関節症が強く活動性の高くない比較的高齢者に良い
適応がある．母趾 MTP 関節周囲の軟部組織の柔軟性が低下し高度な拘縮や関節
症を呈し，一般に変形も重度となる高齢者では，関節温存手術より関節固定術の
方の成績が安定し結果的に中足痛の発生が少ない，という報告もある（EV level
Ⅳ 8），EV level Ⅴ 9））がいずれもエビデンスレベルは高くない．一方，切除関節形
成術と関節固定術の年齢による適応を考察した報告では，疼痛の改善や患者の満

110

第 8 章 手術：その他（切除関節形成術，関節固定術，人工関節置換術，外反母趾手術に合併して行う手術）

足度に差はないものの，固定角度などより厳格な手術手技を要求される関節固定
術よりは切除関節形成術の方が手技や後療法も簡便で高齢者に適応があるとする
報告もある（EV level Ⅲ 1））
．したがって現時点では，高齢者に対する切除関節形
成術と関節固定術の優劣は明らかではない．
関節固定術は，他の外反母趾手術後再発した症例や医原性内反母趾の合併症例
にも適応があり（EV level Ⅳ 10）），切除関節形成術後の再発やその他の合併症治療
にも適応がある（EV level Ⅱ 6），EV level Ⅳ 11））
．

3

人工関節置換術
外反母趾に対するシリコン型インプラントは，1970-80 年代に多くの手術が行わ
れてきたが，シリコン関節症・リンパ節炎や早期の弛みなどの合併症があり，最
近の報告では，適応がかなり絞られている．高齢で関節症が強く中等度までの外
反母趾が良い適応である（EV level Ⅳ 12））．カプランマイヤー法によるインプラン
トの耐久性を検討した case series（EV level Ⅳ 13））では，疼痛や機能は性別，体重，
インプラントの型（セメント型あるいはシリコン型）による X 線変化に影響され
なかったが，抜去した時期をエンドポイントとしたインプラントの耐久性は，術
後 10 年で 57 歳を境にして統計学的な有意差を認めたため，患者の活動性と耐久性
の間に関連が推定される．
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Clinical Question

外反母趾に対するその他の手術（切除関節形成術，関節
固定術，人工関節置換術）の手術成績はどうか

2

推
Grade C

奨

切除関節形成術は母趾 MTP 関節部内側部痛を改善し，手術に対する
満足度は比較的高い．しかし中足痛の残存や新たな発生，底屈制限や
底屈筋力の低下，変形再発の頻度は低くない．骨切り術との比較では
関節可動域の獲得域が低く，中足痛の発生率が高い．

Grade C

関節固定術は母趾 MTP 関節部内側部痛を改善し，変形再発はなく，手
術に対する満足度は比較的高い．切除関節形成術との比較では，疼痛
の改善や満足度に関してはほぼ同等である．

背景・目的
現在，外反母趾に対する手術療法として切除関節形成術，関節固定術，人工関節
置換術を選択することは稀であるが，これらの手術成績からその有用性と問題点
を把握し他の術式と比較することで，様々な病態や年齢に応じた治療法選択の幅
が広がる．これらの事柄を踏まえて，手術成績を検討する．

解

説
1

切除関節形成術の成績
術後，母趾 MTP 関節部内側部痛が消失した割合は 57 ～ 88％（EV level Ⅲ 4-7），
EV level Ⅳ 1-3））と報告により差があるが，多くは 70％以上であり除痛に関しては
有用な術式である．
術前の中足痛が残存あるいは術後新たに中足痛が発生した割合は 20 ～ 80％
（EV
level Ⅲ 4-6, 8），EV level Ⅳ 1, 2, 9, 10））と報告により差があるが，術後は比較的高率に
中足痛を伴う．フットプリントで母趾側への荷重の不足を示した報告があり，中
足痛との関連性を考察している（EV level Ⅲ 5），EV level Ⅳ 2））
．中足痛に関する
他の術式との retrospective comparative study でも，切除関節形成術 20％に対し
て chevron 法 20％と同率（EV level Ⅲ 8））という報告もあるが，他は切除関節形成
術 51％に対して Mitchell 法 1％（EV level Ⅲ 5）），切除関節形成術 20％に対して関
節固定術 11％（EV level Ⅲ 6））というように，切除関節形成術は術後の中足痛の
発症は他の術式より高いといえる．
手術に関する患者の主観的満足度は，報告によりそれぞれ評価基準が異なり
総括して論ずることは困難であるが，
「満足」とする割合は 72 ～ 95％（EV level
Ⅲ 4, 6-8, 11），EV level Ⅳ 1-3, 9, 10））であった．
術後の母趾 MTP 関節可動域は，背屈は 16°～ 57°
（EV level Ⅲ 4, 5, 7, 8, 11），EV
level Ⅳ 1, 9））と幅はあるが，40°以上獲得できた報告が多い．一方，底屈は− 13°～
Clinical Question 2
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16°
（EV level Ⅲ 4, 7, 11），EV level Ⅳ 1, 9））と，背屈母趾の合併症が発症することも
あり，術後底屈は背屈に比べ制限されやすい．
母趾の底屈筋力も報告により評価方法が異なるので比較は困難であるが，術前
の 50％以上低下した割合 87％（EV level Ⅲ 4）），著しい筋力低下がみられた割合
49％（EV level Ⅳ 3））
，術前の筋力の 40％低下（EV level Ⅳ 1））といずれも著しい
低下がみられている．
X 線評価では，切除関節形成術前の平均 HV 角は 29°～ 39.5°と中等度の外反母
趾が中心であり（EV level Ⅲ 4-8, 11），EV level Ⅳ 1-3, 10））
，術後は 15°～ 27°で半数以
上の報告で 20°を超えていた．術前平均 M1-M2 角は 12°～ 13.8°と第一中足骨内転
の大きくない症例に行われており，術後平均 8.8°～ 12°と極軽度の改善傾向を示し
ていた．外反母趾の再発は術前 M1-M2 角の大きな症例に多くみられた（EV level
Ⅳ 2））
．

2

関節固定術の成績
関節固定術の成績には強剛母趾や関節リウマチ症例などを合わせた報告が多く
注意が必要である．外反母趾の関節固定術後，母趾 MTP 関節部内側部痛が消失し
た割合は 89 ～ 100％（EV level Ⅲ 6），EV level Ⅳ 12），EV level Ⅴ 13））で，除痛に
関して有用な術式である．術後中足痛がみられた割合は 11％で，切除関節形成術
の 20％と比べると低いとする報告がある（EV level Ⅲ 6））．歩行能力は 93％に支障
ありとする報告がある（EV level Ⅳ 12））
．
手術に関する患者の主観的満足度は報告によりそれぞれ評価基準が異なり総括
して論ずることは困難であるが，
「満足」以上とする割合は 75 ～ 100％（EV level
Ⅱ 14），EV level Ⅲ 6），EV level Ⅳ 12, 15））と低くはない．関節固定術前平均 HV 角
は 31.9°
～ 51°
で（EV level Ⅲ 6），EV level Ⅳ 12, 16-20），EV level Ⅴ 13））重度外反母趾
の報告が多く，術後は 10.3°～ 25°でほとんどが 10°台の報告であった．平均術前
M1-M2 角は，13.1°～ 18°で，15°以上の第一中足骨内転のある症例が多かったが，
関節固定後は 8.6°～ 13°と明らかな改善が認められており，第一 MTP 関節の安定
が TMT 関節の安定につながることを示している．

3

人工関節置換術の成績
関節固定術と同様に人工関節置換術の成績には強剛母趾や関節リウマチ症例な
どを合わせた報告が多く，また最近の論文が極めて少ない．人工関節置換術後，
母趾 MTP 関節部内側部痛が消失した割合は 56％，中足痛が消失した割合は 65％

（EV level Ⅳ 21））とする報告がある．手術に関する患者の主観的満足度は報告によ
りそれぞれ評価基準が異なり総括して論ずることは困難であるが，
「満足」以上と
する割合は 76％（EV level Ⅳ 22））
，79％（EV level Ⅳ 21））とする報告がある．術前
後の母趾 MTP 関節可動域は 31°～ 24°
（EV level Ⅳ 21））とやや減少し，人工関節
置換術前の平均 HV 角は 30°
，31.6°
（EV level Ⅳ 21, 23））と軽度から中等度の外反母
趾に手術が行われていた．術後はそれぞれ 23°，17°と改善していた．同様に，術前
M1-M2 角は 13°
，15.1°
から術後 10°，12.1°と軽度改善していた．
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Clinical Question

外反母趾に対するその他の手術（切除関節形成術，関節固定
術，人工関節置換術）の合併症にはどのようなものがあるか

3

推
Grade C

奨

切除関節形成術は，変形再発，中足痛の発生，母趾の背屈変形が生じる
頻度が低くない．

Grade Ⅰ

関節固定術は，母趾 MTP 関節底側部の胼胝形成，IP 関節障害が生じる
ことがある．人工関節置換術後には loosening，骨吸収などの X 線学的
合併症が高率にみられる．したがって，これらの適応には慎重を要す
る．

背景・目的
現在，外反母趾に対する手術療法としては第一中足骨骨切り術や軟部組織手術
を併用した術式を選択することが多く，切除関節形成術，関節固定術，人工関節置
換術が初回手術として選択されることは稀である．その要因として比較的高率に
みられるとされる合併症が関係していると考えられる．したがって，その他手術
の合併症とその発生率について知る必要がある．

解

説
1

切除関節形成術の合併症
外反母趾の再発が記載されているもので 23 ～ 63% であるが（EV level Ⅳ 1, 2））
，
術後 HV 角が平均 20°を超えている報告も多く，再発の頻度は比較的高いといえ
る．
中足痛の頻度は 3.4 ～ 80％とばらつきがあるが（EV level Ⅲ 4, 6-8），EV level
Ⅳ 1, 3, 5, 9, 10））
，多くの報告で 30％を超えており，頻度は高いと考えられる．
足趾変形は矢状面での変形を指すが特にその定義は確立されておらず報告に
よりその表現は異なり，cock-up 変形 3％と 42％（EV level Ⅲ 4, 8））
，背屈拘縮変形
50 ～ 70％（EV level Ⅳ 2））
，背屈変形 64％（EV level Ⅲ 6））
，槌趾変形 27％（EV
level Ⅳ 1））の報告がある．
内反母趾の発症頻度は 0 ～ 5％（EV level Ⅲ 4），EV level Ⅳ 3, 9））と多くはない．
合併症としての骨頭壊死の定義も確立されていないためその報告も極めて限られ
るが，16％に術後 24 ～ 38 ヵ月頃 X 線像での硬化像，陥没を認めたとする報告が
ある（EV level Ⅳ 5））
．感染症に関して表在感染 3％（EV level Ⅳ 3））とする報告も
あるが，言及していない報告が多い．

2

関節固定術の合併症
関節固定術で 2 ～ 12％の偽関節を認めたという報告（EV level Ⅳ 11-15））がある．
Clinical Question 3

117

その他中足骨痛を 11％に認めたという報告（EV level Ⅲ 8））や，31％に IP 関節変
形を，58％に母趾 MTP 関節底側部の胼胝形成をみたとする報告（EV level Ⅲ 8））
があるが，そのような合併症に特に触れていない論文が多い．プレート固定の症
例が増え，感染症の報告もみられる（EV level Ⅳ 12））
．

3

人工関節置換術の合併症
インプラントの耐久性や X 線学的変化に関する報告がある（EV level Ⅳ 16, 17））
．
インプラント脱臼や折損は 8％に認め（EV level Ⅳ 16）），X 線学的変化として，セ
メント型では migration が 26%，loosening が 97%（EV level Ⅳ 16）），シリコン型で
は骨吸収像が 40％（EV level Ⅳ 16）），および 72％（EV level Ⅳ 17）），嚢胞形成が 9％

（EV level Ⅳ 16））
，および 72％（EV level Ⅳ 17））にみられている．感染症に関して
は，表在感染が 5％（EV level Ⅳ 16））とする報告がある．神経損傷を認めたとした
と記述された報告はなかった．外側趾の中足骨の疲労骨折を 3％に認めたとする
報告もある（EV level Ⅳ 17））
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Clinical Question

外反母趾に対するその他の手術（切除関節形成術，関節
固定術，人工関節置換術）の後療法はどのようなものか

4

推
Grade Ⅰ

奨

その他の手術（切除関節形成術，関節固定術，人工関節置換術）の後療
法についての重要な記載はなく，基準となる方法はない．

背景・目的
成績，合併症に加え，術後の後療法の期間についての情報は，患者が職場，社会
復帰，入院期間を考慮し，手術に合意するに至る必須の情報といえる．したがっ
て，その他の手術の後療法の期間，方法，さらにそれらの相違が治療成績に影響を
及ぼすかどうかを知る必要がある．

解

説
1

切除関節形成術の後療法
術後一定期間の固定として Kirschner 鋼線の使用による影響を検討した報告
がある（EV level Ⅲ 2），EV level Ⅳ 1））
．術後 4 週間の Kirschner 鋼線による固定
は術後解剖学的整復位の維持に有用で変形再発率を低下させるとする報告（EV
level Ⅳ 1））がある一方で，Kirschner 鋼線の使用，非使用による疼痛，中足痛，ア
ライメント，靴の問題，関節可動域，入院期間に差はなかったとする報告がある

（EV level Ⅲ 2））
．したがって現時点では，切除関節形成術後の Kirschner 鋼線の
有用性は明らかではない．切除関節形成術後のギプス固定や弾性包帯固定の有用
性やその期間に関する報告はない．関節固定術と人工関節置換術の後療法に関す
る報告はない．したがって，その他の手術（切除関節形成術，関節固定術，人工関
節置換術）の後療法について重要な記載はなく，基準となる方法はないといえる．

文
1）

2）

120

献

Donley BG，Vaughn RA，Stephenson KA et al：Keller resection arthroplasty for treatment
of hallux valgus deformity：increased correction with fibular sesamoidectomy．Foot Ankle
Int 2002；23（8）
：699-703
Sherman KP，Douglas DL，Benson MK：Keller's arthroplasty：is distraction useful? A
prospective trial．J Bone Joint Surg 1984；66B（5）
：765-769

第 8 章 手術：その他（切除関節形成術，関節固定術，人工関節置換術，外反母趾手術に合併して行う手術）

Clinical Question

外反母趾手術に合併して行う手術には
どのようなものがあるか

5

推
Grade B

奨

外反母趾に伴う第二趾 MTP 関節脱臼に対して手術を行うことがある
外反母趾に伴う内反小趾変形に対して手術を行うことがある．

Grade B

背景・目的
外反母趾に合併する病態とそれに対する手術法を文献的に明らかにする．外反
母趾に伴う合併症で手術を要するものとしては，MTP 関節脱臼，内反小趾があげ
られる．

解

説
1

外反母趾に伴う第二趾 MTP 関節脱臼
英文による外反母趾に伴う MTP 関節脱臼は 1937 年の Branch の報告（EV level
Ⅳ 1））をはじめとして，Conlan らの報告（EV level Ⅳ 2））など欧米では比較的多く
みられる．本邦では 1983 年の高倉らの報告（EV level Ⅴ 3））や 1986 年の斎藤らの
報告（EV level Ⅴ 4））をはじめとする．Coughlin（EV level Ⅵ 5））は第二趾 MTP 関
節亜脱臼を以下のように５段階に分類した．
Grade 0 ：不安定性はないが，
  
MTP 関節に腫脹と疼痛あり．
Grade Ⅰ：軽い不安定性あり．drawer sign 陽性だが，変形なし．
Grade Ⅱ：中等度の不安定性あり．drawer sign 陽性で MTP 関節に内側，外側，
背側または背内側への変形あり．
Grade Ⅲ：MTP 関節に脱臼あり．drawer sign 陽性で背内側への変形あり．母
趾と第二趾が重なる重度の変形．
Grade Ⅳ：MTP 関節に脱臼あり．整復不能な背内側への変形あり
外反母趾と MTP 関節脱臼の手術法については，田中らは Mitchell 法または
McBride 法と第二中足骨短縮術（EV level Ⅴ 6）），町田らは Mann 法と第二中足骨
短縮術の組み合わせを報告している（EV level Ⅴ 7））
．第二中足骨の骨切り方法
に関して，Trunka らは中足骨遠位で近位背側から遠位底側に斜め骨切りを行う
Helal 法と，中足骨遠位で遠位背側から近位底側に斜め骨切り，スクリュー固定を
行う Weil 法の手術成績を比較検討した（EV level Ⅳ 8））
．足趾 MTP 関節脱臼に対
しては Weil 法の方が Helal 法よりも有用であったとしている．Okuda らは外反母
趾に Mann 法を行い，第二または第三中足骨近位で近位背側から遠位底側に斜め
骨切りを行い，スクリュー固定を行う方法で良好な成績を報告している（EV level
Ⅳ 9））
．Garg らは部分的に骨切除を行う Weil 法の変法は患者の満足度が高かった
としている（EV level Ⅳ 10））
．
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2

外反母趾に伴う内反小趾変形
外反母趾は横アーチが破断するため，合併症の 1 つとして内反小趾がある．第五
趾 MTP 関節は内反し MTP 関節外側に滑液包炎を生じて痛みを伴うことがある．
足部単純 X 線立位正面像では第四，第五中足骨骨間角（M4-M5 角）の増大，および
第五基節骨軸と第五中足骨軸のなす角（内反小趾角）の増大がみられる（EV level
Ⅵ 13），EV level Ⅵ 11, 12））
．
症状を有するものに対し治療はまず靴の改良，アーチサポートやメタタルザル
パッドなどの足底板の使用など保存療法が選択されるが，これらに抵抗する場合
には手術療法が選択される（EV level Ⅵ 12, 14））
．手術にいたる割合は 12 〜 57% と
報告されている（EV level Ⅳ 13, 15-19））
．手術は主に中足骨の骨切り術，骨頭の切除
などが行われ，中足骨の骨切り術はさらに近位（EV level Ⅳ 20-22））
，骨幹部（EV
level Ⅳ 16, 23））
，遠位（EV level Ⅳ 15, 18, 19, 24））に分けられる．
遠位骨切り術は変形が軽度の例に用いられることが多い（EV level Ⅵ 12, 14））
．骨
幹部骨切り術，近位骨切り術は遠位骨切りよりも高度の変形に対しても矯正が可
能であるが，骨癒合不全のリスクが増すとの報告がある（EV level Ⅵ 12））．骨頭切
除術は第五趾の短縮や第五趾の変形，中足部痛が高い頻度で生じたとの報告があ
る（EV level Ⅳ 17））
．しかしどの手術方法を選択するかは確立されていない．
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第

9

予

章

後

はじめに
外反母趾の自然経過や未治療で放置した場合の予後は，治療法の意志決定に極
めて重要な情報となる．つまり，今悩んでいる外反母趾を手術しないで放置した
場合，将来的に不都合はあるのか，あるとしたらどのような不都合なのか，またそ
の程度はどうなのか，についての情報は，患者が治療法を選択し，医療者側が保存
療法の限界や手術適応を考慮するときの判断材料になる．理想的には，発症年齢，
変形や症状の程度に応じた外反母趾の長期的な自然経過や放置例の予後のエビデ
ンスを知ることができれば望ましい．しかし，日常の診療で症候性の外反母趾に
対してその時点で最良と思われる治療をしないで放置し，長期間観察することは
倫理的にも困難で，そのような文献を見出すことは容易ではない．そこでエビデ
ンスレベルの高い RCT のコントロール群としての未治療例，あるいは放置例の
予後に関するエビデンスを知ることができれば，たとえ観察期間が短くても長期
の自然経過と匹敵するくらいの有益な情報になり得る．本章のクリニカルクエス
チョン（CQ）1「外反母趾を放置するとどうなるか」では，これらの点に留意し外
反母趾の自然経過，未治療で放置した場合の予後についての文献を検討する．
外反母趾の術後成績についての報告は国内外を問わず数多くある．しかしその
ほとんどは短期，中期成績（第 4 ～ 8 章）で，10 年以上の長期成績を目にする機会
は少ない．患者側はもちろん医療者側も，一度の手術でより効果的で永続的な結
果を求めるのは当然である．すなわち，安定した成績が長期に維持されるかを知
ることは術式選択の際の重要な情報となる．
「長期」がどのくらいの期間を指すの
かの定義はないが，ここでは「長期」を一般通念として受け入れられるであろう
10 年以上と限定して術後成績を検討した文献を対象とした．10 年以上の RCT の
systematic review や meta-analysis によるエビデンスを知ることができれば最も
理想的だが，実際に RCT を 10 年以上 80％前後の追跡率で行うことは不可能に近
い．たとえ case series のようにエビデンスレベルは低くても，同一症例を術後 10
年以上にわたって評価した臨床報告は，貴重なエビデンスとなることに異論はな
いと思われる．本章の CQ 2「外反母趾手術後 10 年以上の長期成績はどうか」では，
これらの点を考慮し術後 10 年以上の長期成績について述べた文献を検討する．
外反母趾の手術後に変形の再発や新たな疼痛などの合併症が生じることは決し
て稀ではない．合併症の中でも可動域制限や筋力低下など手術療法では対応が困
難なものがあるが，症状によっては手術療法を考慮せざるを得ない場合や，早期
に手術療法を施行したほうが患者の QOL が明らかに向上すると判断される状況
もある．したがって，合併症でも手術を要することが多いものは何か，生じた合併
症に対して再手術は可能なのか，そして再手術の成績はどうかに関する情報は，
手術に対する患者の意志決定や，予後不良例を経過観察する際の医師側の治療法
選択の指標になり得る．本章の CQ 3「外反母趾手術後の合併症に対する再手術で
はじめに
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症状の改善は期待できるか．またその方法にはどのようなものがあるか」では，再
手術を要する頻度の高い合併症，実際の再手術の方法とその成績，再手術を要す
る頻度の高い初回手術の方法との関連について述べた文献を検討する．
外反母趾にかぎらず，疾患自体の自然経過や予後，あるいは介入された治療の
効果判定にはそれを測る尺度が必要になる．外反母趾では，患者自身の愁訴，患者
の治療に対する満足度，筋力や関節可動域などの機能，X 線学的所見などが予後
や治療の効果判定の判断材料になり，それを評価するための尺度が数多く報告さ
れてきた．その尺度によって得られたアウトカムを基にした医療者と患者の意志
決定が，EBM の実践では重要なポイントになる．その尺度の 1 つが臨床評価法で
ある．これまで医療成果の報告といえば，生物学的，生理学的，解剖学的結果によ
り重点を置いた臨床評価法が重視されてきた．それは医療供給側にとっては大き
な意味を持つが，社会や 1 人の患者にとってはあまり大きな意味を有していない．
今は患者の視点で評価したアウトカムが必須となり，客観性重視から主観性重視
へ，医療者側からの治療成績評価ではなく患者側に立った治療成績評価という流
れへと，概念の転換が求められている．同時に臨床評価法は，妥当性，信頼性，反
応性について計量心理学的に検証がされていることが望ましく，現在ではこれを
経ていない尺度を用いた研究は科学性に乏しいと判断される．したがって，外反
母趾に関する論文を吟味しその効果を評価し，患者に情報提供し合意形成に至る
際には，この点も考慮して論文を読む必要がある．本章の CQ 4「外反母趾の臨床
評価法はどのようなものを用いるべきか」では，外反母趾の臨床評価法の項目と
して満たすべき条件，現在外反母趾に用いられている臨床評価法とその特徴や問
題点，さらに今後の外反母趾の臨床評価法に必要な条件について述べた文献につ
いて検討する．
本章では，あらかじめ立案されたクリニカルクエスチョンの中から，①自然経
過や放置例の予後，②術後 10 年以上の長期予後，③術後合併症に対する再手術の
方法とその成績，④外反母趾患者に対する臨床評価法（治療成績判定基準）
，の 4
つを取り上げ検討することになった．各文献のエビデンスレベル（EV level）に基
づいて各項目の推奨あるいは根拠のグレード（Grade）を決め，Q&A 項目に回答す
るかたちでグレードのついた回答を記述した．検討項目は，何らかの介入が関与
するものは推奨，現象にかぎったものは要約とした．

本章のまとめ
思春期外反母趾の自然経過について述べた文献が，関節適合性がある場合には
変形は進行しないが，亜脱臼がある場合には約半数が進行する，と報告している．
また装具療法や手術療法の効果を比較するための RCT から，症候性の外反母趾を
ある一定期間治療しない場合の経過を知ることができた．
それによると，小児期の片側例では成長とともに進行して両側性になることが
多いこと，成人の軽度から中等度変形例では，未治療で様子をみても自他覚所見
は軽快しないことが示された．これらの文献は手術適応や手術までの待機期間を
考慮する上で，貴重なエビデンスになり得る．
外反母趾術後 10 年以上の長期成績に関するエビデンスレベルの高い文献はな
かった．そこでエビデンスレベルは低いが，同一症例を術後 10 年以上にわたって
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評価した case series の文献を基に，各々の術式の成績についてまとめた．軽度か
ら中等度変形例に対する軟部組織手術の長期成績は低くはないが，合併症の頻度
が比較的高い．
その他の手術では，切除関節形成術は除痛効果が高いが，長期的には変形再発，
母趾背屈変形，中足痛などの合併症の頻度が高い．人工関節置換術は弛みや骨吸
収などの X 線学的合併症の頻度が低くない．
術後合併症に対する再手術に焦点をおいた文献の数は少なく，かつエビデンス
レベルも低かった．外反母趾手術後に再手術を要することが多い合併症は，変形
再発，中足痛，内反母趾で，それらに対する再手術で症状の改善は期待できる．
変形再発には成績不良の病態に合わせた術式選択が必要で，それを考慮すれば
成績は概ね良好である．中足痛には中足骨短縮術や切除関節形成術が適応になる
ことがあるが，その成績は明らかではない．内反母趾には腱固定術，腱移行術，関
節固定術が適応になる．また，再手術を要した合併症と初回手術の方法との関連
は明らかではないといえる．
外反母趾患者の臨床評価法（治療成績判定基準）の満たすべき条件として，
「疼
痛」
，
「靴」
，
「歩行」
，
「不整地での安定感」，
「整容（アライメント）」，
「関節可動
域」
，
「患者の満足度」に関する項目を含むべきである．現時点では，日本足の外
科学会母趾判定基準（JSSF hallux scale）による医療者側の客観的な臨床評価と，
日本足の外科学会が中心となり足部，足関節領域の QOL 評価の SAFE-Q（Self
Administered Foot Evaluation Questionnaire）を用いることが望ましい．

今後の課題
本章で取り上げた，外反母趾の自然経過や未治療で放置した場合の予後，術後
10 年以上の長期成績，再手術の成績について述べた文献の数は少なく，またエビ
デンスレベルの高い文献も少なかった．これらのクリニカルクエスチョンを解決
するには相当のデータ数と時間が必要になるが，その条件をクリアできる症例は
かぎられる．一施設で行うには限界があり，エビデンスレベルが高い研究デザイ
ンを組むとすれば国や学会レベルが中心となる多施設共同研究でなければ難し
い．また仮にそれが可能になっても，外反母趾の診断，重症度判定，合併症の定義，
治療成績の判定基準が未だに統一されていないため，その基準作りから始めなけ
ればならず，これらのクリニカルクエスチョンの回答を得るためには膨大な時間
がかかることが予想される．しかし本章で取り上げたクリニカルクエスチョンは，
特に患者にとっては極めて重要な問題である．
「最適な骨切り術」や「軟部組織手術
併用の是非」といったことは医療者側にとっては重要なことであるが，患者にとっ
てはあまり意味をなさない．もし手術を行わなければどうなるのか，手術は 1 回で
済むのか，といったことのほうが，患者にとっては切実でより具体的な問題である．
以上より，今後の課題として次のことが挙げられる．これらを明確にできれば
ガイドラインとしての質がさらに向上する．
①外反母趾の診断基準の確立
②理学所見，X 線所見を含めた客観的指標による重症度評価の確立
③再発や内反母趾を含めた合併症の定義，診断基準の確立
④患者立脚型の外反母趾治療成績判定基準の利用
⑤自然経過や放置例の予後に関する多施設共同研究

今後の課題
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Clinical Question

1

外反母趾を放置するとどうなるか
要

Grade C

約

亜脱臼のみられる思春期の外反母趾を放置すると，約半数は変形が進
行する．

Grade C

小児期の片側の外反母趾では，成長と共に進行して両側性になること
が多い．

Grade C

成人の症候性の外反母趾を放置すると，症状は改善しない．

背景・目的
外反母趾を放置すると不都合があるのか，あるとすればどのようなものなのか
を知ることは，患者の治療法に対する意志決定に貴重な情報となる．また外反母
趾を放置した場合の予後は，保存療法や手術療法の治療効果と比較検討する際の
対照として必須の情報ともいえる．ここでは，外反母趾の自然経過や未治療で放
置した場合の予後についての文献を検討する．長期的な自然経過や未治療例の予
後を知ることができれば理想だが，RCT のコントロール群としての未治療例の限
定された期間の予後であっても，それは有益な情報となり得る．

解

説
外反母趾の長期にわたる自然経過や未治療で放置した場合の予後について述べ
たエビデンスレベルの高い文献は，文献検索範囲として初回のガイドラインおよ
び本改訂版ガイドラインで設定した 1982 年以降および 2003 年以降にもなかった．
そこで 1960 年まで遡って検索した結果，21 歳前に初診した外反母趾患者 113 例
216 足（経過観察期間最長 21 年 6 ヵ月，平均 5 年 1 ヵ月）を対象とした「思春期か
ら成人早期の外反母趾の自然経過」について述べたエビデンスレベルの高い報告
がある（EV level Ⅱ 1））
．それは，母趾は外反位を呈するが MTP 関節の適合性があ
る例は正常範囲の上限であり変形は進行しないこと，適合性が消失した亜脱臼の
場合は約 50％が悪化し晩期成人にみられる前足部障害へ進展する可能性が高いこ
と，亜脱臼はないが遠位関節面と基節骨関節面が平行でない deviated 型の進行は
明らかではないが症例によって経過が異なるので経過観察が必要である，と述べ
ている．この文献は，思春期外反母趾の自然経過を知る上で，1 つの Cohort study
としてレベルの高いエビデンスになり得ると考え採択した．ただし，最初と最終
調査時の X 線撮影方法がすべての症例で同じでないこと，荷重時 X 線による評価
ではないことなど，方法論に問題点があることに配慮する必要がある．
ある一定期間の RCT のコントロール群が放置例の予後のデータとして参考に
なる可能性がある．手術療法や装具療法の効果をみるための RCT のコントロール
群として，短期間ではあるが外反母趾を治療しない（放置群）で経過をみたエビデ
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ンスレベルの高い文献がある（EV level Ⅱ 2, 3））
．1 つは 9 ～ 10 歳の外反母趾患者
122 例の 3 年間にわたる（追跡率 76.2%）後足部の回内制限を目的とした装具の使
用の有無による RCT である．M1-M2 角に有意な変化はなかったが，装具の使用に
関わらず片側例の健側の HV 角が 3 年間で最も悪化していた．すなわち，小児期の
外反母趾に装具を用いても効果はないことに加え，最初は片側例でも成長と共に
進行して両側性になることが多いという報告がある（EV level Ⅱ 2））．もう 1 つは，
軽度～中等度（
「HV 角 35°以下，M1-M2 角 15°以下の有痛性バニオンを呈する症
例」と定義）の成人の外反母趾患者 209 人を手術群（Chevron 法）
，装具群，放置群
の 3 群に分けた 1 年間の RCT（追跡率 98％）である．
「疼痛」
，
「就労への影響」
，
「整
容的問題」
，
「靴の問題」
，
「健康関連 QOL」，
「AOFAS スケールによる機能評価」，
「全体的満足度」
，
「X 線学的パラメーター」において手術群が優れていた．装具群
は使用後 6 ヵ月で「疼痛」のみ軽快したが 12 ヵ月経つとその効果はなくなり，放
置群との比較でも「全体的満足度」が改善したのみで他の項目では差がなかった．
これより Chevron 法は軽度から中等度の成人の外反母趾で歩行時の疼痛を主訴と
する症例には有効な方法であること，さらに装具に変形矯正効果はなく疼痛軽減
効果の持続期間も約 6 ヵ月と短いことから，手術までの待機期間の対症療法とし
て用いるべきものである，と結論している（EV level Ⅱ 3））
．以上と同時にこの文
献は，軽度から中等度の歩行時の有痛性バニオンを主訴とする成人の外反母趾を，
治療の介入なしに 1 年間経過をみても自他覚所見が改善することはない，という
エビデンスも提供している（EV level Ⅱ 3））．両 RCT とも限定された短期間ではあ
るが，これらの情報は手術適応や手術までの待機期間を考慮する上で，貴重なエ
ビデンスとなり得る．

文
1）
2）
3）

献
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Joint Surg 1960；42B（4）
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Torkki M，Malmivaara A，Seitsalo S et al：Surgery vs orthosis vs watchful waiting for
hallux valgus：a randomized controlled trial．JAMA 2001；285（19）
：2474-2480

Clinical Question 1

129

Clinical Question

2

外反母趾手術後 10 年以上の長期成績はどうか
推

Grade C

奨

遠位骨切り術や近位骨切り術の 10 年前後での成績は比較的良好であ
るが，さらに長期については明らかでない．

背景・目的
外反母趾の術後成績で，10 年以上の長期成績を検討した文献は少ないが，短，
中期的に安定していても，10 年以上の長期に安定した成績が維持されるのかを知
ることは，術式選択の際の重要な情報となる．また，再発例がどのような症例にど
の時期に発症するのか，手術により長期的経過で発症する問題はないのかは，手
術適応を考える上でも必要である．ここでは外反母趾術後 10 年以上の長期成績に
ついて述べた文献を調べ，術式による成績の比較と長期経過例での知見を検討す
る．

解

説
10 年以上の長期成績を報告した文献の平均経過観察期間を術式別にみると，近
位骨切り術として閉じ合せ楔状骨切り術平均 16.2 年（EV level Ⅳ 1））と半月状骨
切り術平均 12.2 年（EV level Ⅳ 2）），近位斜め骨切り術 10 年以上経過例（EV level
Ⅳ 3））の 3 編，遠位骨切り術として Mitchell 法 12.9 年（EV level Ⅳ 4））
，16 年（EV
level Ⅳ 5））と 21 年（EV level Ⅳ 6））の 3 編，Mitchel 法と Wilson 法 20 年経過例（EV
level Ⅲ 7））の１編，chevron 法平均 12.7 年（EV level Ⅳ 8））の 1 編，軟部組織手術と
して McBride 法 14 年（EV level Ⅳ 9））の 1 編，その他の手術として切除関節形成
術として Keller 法 17.6 年（EV level Ⅳ 10））の 1 編，人工関節置換術 12 年（EV level
Ⅳ 11））の 1 編である．
術前・最終観察時の HV 角と M1-M2 角は，近位骨切り術はそれぞれ 33.5°
～ 38.9°
から 13°～ 19.9°
，16°～ 16.1°から 6°～ 10.6°（EV level Ⅳ 1-3））と中等度の外反母
趾が対象であったが，長期にわたり比較的良好な矯正が得られていた．遠位骨切
り術でも，それぞれ 27.6°
～ 35.4°
から 14°～ 17.5°，13.8°～ 22.5°から 7.8°～ 9.3°
（EV
level Ⅲ 7），EV level Ⅳ 4, 6, 8））と同様に中等度の外反母趾に対し比較的良好な矯正
が得られていた．しかし，切除関節形成術では（EV level Ⅳ 10）），術前と最終観察
時 HV 角は 33.9°～ 23.2°とある程度の改善に留まり，M1-M2 角は術前と最終観察
時ではまったく改善がなかった．人工関節置換術では（EV level Ⅳ 11）），それぞれ
30°
～ 23°
，13°
～ 10°
と，こちらも限定的な改善であった．
外反母趾の再発率では，近位骨切り術では 10 ～ 15％（EV level Ⅳ 1-3））で，遠位
骨切り術では 2.5 ～ 19％（EV level Ⅲ 7），EV level Ⅳ 4-6））と報告により幅があっ
た．McBride 法による軟部組織手術（EV level Ⅳ 9））では，再発だけの頻度は不明
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だが，関節症と合わせた成績不良例は 29% とやや高率であった．再発率が最も高
率であったのは切除関節形成術の 61％（EV level Ⅳ 10））で，人工関節置換術でも
（EV level Ⅳ 11））
，整容的に満足していない割合が 53％と高率であった．再発の起
きる要因については，近位骨切り術で変形再発の 33％は 10 年以上経過してから進
んだとする報告（EV level Ⅳ 1））もあるが，他の報告（EV level Ⅳ 2））では経時的
な X 線指標の悪化はなかったとしている．また遠位骨切りの chevron 法では（EV
level Ⅳ 8））
，平均 5.6 年と 12.7 年の経過観察時の HV 角・M1-M2 角はほとんど差が
なく，長期にわたり安定していたとしている．
合併症としては頻度の高いものから，近位骨切り術での中足痛（35％）
（EV
level Ⅳ 2））
，近位骨切り術の内反母趾（27％）
（EV level Ⅳ 2））などであるが，内反
母趾は手術後 2 年以内にみられ，その後は進行していないと述べている．手術時平
均 48.1 歳の Chevron 法での観察（EV level Ⅳ 8））で，変形性変化が術後平均 5.6 年
の観察時以降に進み，平均 12.7 年の最終観察時には関節可動域が有意に悪化した
という報告もある．
手術成績では，優・良の割合が近位骨切り術で 85％（EV level Ⅳ 1））という報
告がある．遠位骨切り術では，Mitchell 法で 64％（EV level Ⅳ 6））と 100％（EV
level Ⅲ 7））という 2 つの報告がある．64％の方は平均経過観察期間が 21 年と長期
にわたるもので，早期観察時には 97％と良好な成績であり，10 年を越えるさらに長
期では，痛みや外反母趾の再発が起こり，成績が悪化する可能性も示唆している．
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Clinical Question

外反母趾手術後の合併症に対する再手術で症状の改善は
期待できるか．またその方法にはどのようなものがあるか

3

推
Grade C

奨

外反母趾手術後に再手術を要する頻度が高い合併症は，変形再発，中
足痛，内反母趾で，それらの再手術により症状の改善は期待できる．

背景・目的
外反母趾手術後の合併症は決して稀ではなく，症状によっては手術を要する．
したがって，どのような合併症に手術を要することが多いのか，生じた合併症に
対する再手術は可能か，そして手術成績はどうかに関する情報は，患者の意志決
定の判断材料や，医療側が術後成績不良例を経過観察する際の治療法の選択の指
標になり得る．ここでは，合併症として再手術を要する頻度の高い症状は何か，そ
れらに対してどのような手術で対応出来るのか，その成績はどうか，さらに再手
術を要した合併症と初回手術との関連はどうか，について検討する．

解

説
1

再手術の原因となる症状
再手術の原因は，変形再発，中足痛，内反母趾，母趾 MTP 関節内側部痛（EV
level Ⅲ 2），EV level Ⅳ 1, 3））などがある．

2

変形再発に対して
変形再発に対する再手術の方法は，成績不良の原因に合わせて適宜選択する必
要がある．母趾 MTP 関節内側部痛に対しては，第一中足骨の短縮を最小限にしな
がら内側の突出を矯正する中足骨近位半月状骨切り術（EV level Ⅳ 3））を選択し
たり，第一中足骨の短縮や DMAA の外反が強い場合は，第一中足骨水平骨切り術
や第一中足骨二重骨切り術（EV level Ⅳ 1））を選択したりする．また関節症変化を
伴う場合は MTP 関節固定術（EV level Ⅳ 1））
，TMT 関節の不安定性を伴う場合は
Lapidus 法（EV level Ⅳ 4））が有用である．再発原因を考えて手術を行えば，成績
は概ね良好であるといえる．
切除関節形成術後の変形再発に対する再手術として，関節固定術は比較的良好
な成績である（16 関節中 excellent 12 関節，good 4 関節）
（EV level Ⅳ 5））
．

3

中足痛に対して
中足痛に対しては，痛みのある中足骨の短縮術や活動性・年齢により切除関節
形成術も適応となる（EV level Ⅳ 1））
．また逆に，第一中足骨を創外固定で骨延長
し，他の中足骨の痛みを軽減させる報告もある（EV level Ⅳ 6））
．その成績は症例
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数も少なくかつ文献の数もかぎられるため明らかではない．

4

内反母趾に対して
短母趾伸筋腱による腱固定術（EV level Ⅳ 7））や長母趾伸筋腱による腱移行術

（EV level Ⅳ 1, 8））
，最終的には関節固定術（EV level Ⅳ 1））も適応である．

文
1）
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3）

4）
5）
6）
7）
8）

134

献

田中康仁，高倉義典，亀井滋ほか：外反母趾の手術成績不良例に対する再手術法の検討．日足
の外科会誌 2000；21（2）
：54-60
Kilmartin TE：Revision of failed foot surgery：a critical analysis．J Foot Ankle Surg 2002；
41（5）
：309-315
Kitaoka HB，Patzer GL：Salvage treatment of failed hallux valgus operations with proximal
first metatarsal osteotomy and distal soft-tissue reconstruction．Foot Ankle Int 1998；19（3）
：
127-131
Sangeorzan BJ，Hansen ST Jr：Modified Lapidus procedure for hallux valgus．Foot Ankle
1989；9（6）
：262-266
Coughlin MJ，Mann RA：Arthrodesis of the first metatarsophalangeal joint as salvage for
the failed Keller procedure．J Bone Joint Surg 1987；69A（1）
：68-75
Hurst JM，Nunley JA 2nd：Distraction osteogenesis for the shortened metatarsal after
hallux valgus surgery．Foot Ankle Int 2007；28（2）
：194-198
Myerson MS，Komenda GA：Results of hallux varus correction using an extensor hallucis
brevis tenodesis．Foot Ankle Int 1996；17（1）
：21- 27
Johnson KA，Spiegel PV：Extensor hallucis longus transfer for hallux varus deformity．J
Bone Joint Surg 1984；66A（5）
：681-686

第9章

予

後

Clinical Question

4

外反母趾の臨床評価法はどのようなものを用いるべきか
推

Grade B

奨

外反母趾患者の臨床評価法には，
「疼痛」，
「靴」，
「歩行」，
「不整地での
安定感」，
「整容（アライメント）」，
「関節可動域」，
「患者の満足度」に関
する項目を含むべきである．

Grade B

上記の条件を満たす外反母趾に対する客観的な臨床評価法として，日
本足の外科学会母趾判定基準（JSSF hallux scale）
（付録）がある．

Grade B

SAFE-Q などの患者立脚型の QOL 評価も併せて行い，患者の視点から
みたアウトカムの情報を患者に提供し合意に至る意志決定が必要であ
る．

背景・目的
外反母趾にかぎらず，疾患自体の自然経過や予後，あるいは介入された治療の
効果判定をするにはそれを測る尺度が必要となる．それによって得られたアウト
カムを判断材料にして，医師と患者が意志決定することが EBM の実践では重要
となる．その尺度の 1 つが臨床評価法である．したがって，外反母趾に関する論文
を吟味しその効果を評価し，それらの情報を患者に提供し合意形成に至る際には，
外反母趾の臨床評価法として満たすべき条件とは何か，現在外反母趾に用いられ
ている臨床評価法にはどのようなものがあるのか，またその特徴や問題点は何か
を理解しておく必要がある．さらにそれらを踏まえた上で，今後の臨床評価法に
求められるものについて知っておくことも重要である．

解

説
まず個々の臨床評価法を論じる前に，患者と医師は外反母趾の治療に何を期待
し重要視しているのかを知る必要がある．それに即した項目を含まない臨床評価
法で評価してもそのアウトカムは患者や医師にとっては何の意味もない．200 例
の患者とその術者に 13 種類の評価法の項目から，それぞれが手術に期待する項
目を挙げさせた報告がある．その結果，患者は「疼痛の改善」
，
「靴の問題の改善」
，
「歩行距離の改善」
，
「バニオンの消失」
，術者は「疼痛の改善」
，
「全体の満足度の改
善」，
「靴の問題の改善」
，
「バニオンの消失」，
「MTP 関節可動域の改善」，
「HV 角と
M1-M2 角の改善」を挙げ（EV level Ⅲ 1, 2））
，患者側と医療側の手術に対して期待
する項目に多少の違いがあることが窺える．そして，これらの項目と治療成績の
相関関係が高かったのは順に「靴の問題」，
「母趾以外の変形の存在」
，
「歩行能力」
，
不整地での安定感」
，
「疼痛」
，
「整容的問題（アライメント）」であった，とする中等
度のエビデンスがある（EV level Ⅲ 1, 2））．また，外反母趾の矯正を目的とした介入
の RCT の Systematic review では，
「疼痛」や「X 線学的な矯正」の改善と「患者の
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満足度」が必ずしも一致しない RCT があることから，アウトカム評価には「患者
の満足度」も含めることが望ましく将来的には患者立脚型のアウトカム指標の標
準化の必要性を説いている（EV level Ia3））
．これらのことから，外反母趾患者の
臨床評価法の項目には「疼痛」
，
「靴」
，
「歩行」
，
「不整地での安定感」
，
「整容（アラ
イメント）」
，
「MTP 関節可動域」，
「患者の満足度」についての評価を含むべきで
ある，といえる．さらに第 1 章でも述べたように，外反母趾の変形矯正を評価する
には臨床評価法に加え X 線像による計測が不可欠であることに異論はないであろ
う．
古くから広く用いられてきた Glynn 評価（EV level Ⅳ 4））は「疼痛」，
「整容」，
「靴
の問題」
，
「機能障害」の項目を含み前述の条件を満たすが，簡便であるがゆえに点
数化されず主観的か客観的評価かを明確に分けることができない．1994 年米国足
の外科学会（AOFAS）が作成した足関節・後足部，中足部，母趾，2 ～ 5 の 4 つの
部位別臨床評価法（通称「AOFAS スケール」）
（EV level Ⅵ 5））は，主観的および客
観的項目を含み 100 点満点で点数化し，長年にわたり足部，足関節疾患の世界標準
の臨床評価法として用いられてきた．しかし，主観的とされる項目も医療側が採
点するため医療側のバイアスが入る可能性が指摘され，さらに妥当性，反応性，信
頼性についての計量心理学的検証を経ていないことから近年ではこのスケールを
用いた臨床研究の問題点が指摘されるようになっている（EV level Ⅱ 7），EV level
Ⅲ 8），EV level Ⅵ 6））
．
最 近，日 本 足 の 外 科 学 会（JSSF）が 開 発 し た 新 た な 部 位 別 判 定 基 準（JSSF
standard rating system）が計量心理学的検証を経て十分に特性を持つ尺度であ
ることが証明され（EV level Ⅱ 10），EV level Ⅵ 9））
，現時点では計量心理学的検証
を経た唯一の医療側の客観的評価法となっている．したがって今後は，外反母趾
の医療側からの臨床評価法として日本足の外科学会母趾判定基準（JSSF hallux
scale）
（付録）を 1 つのアウトカム指標として EBM の実践に役立てるべきである．
さらに EBM の実践で重要なことは，エビデンスを患者に提供し，患者とともに
意志決定することである．その過程は，インフォームド・コンセントとして知ら
れる医師が中心となる説明−同意モデルから，患者が中心となって意志決定され
る情報共有−合意形成モデルへと歴史的に変遷している．したがって，そのため
のエビデンスには患者が理解しやすく最も切実なアウトカム指標，すなわち患者
側による生活の質（QOL）を評価する指標が必要となる．これまでの外反母趾関連
の文献で患者の主観的評価といえば「大変満足」
，
「満足」
，
「不変」
，
「不満足」など
漠然とした全体的評価しかなされてこなかった．
このような漠然とした尺度でアウトカムを示されても患者が参考にできる具体
的な情報としては全く不十分で自分自身にあてはめて共有することができず，ま
して合意形成に至ることは困難である．こうした背景をもとに，多くの患者立脚
型の QOL 評価法が普及し現在に至っている．厳格な計量心理学的検証を経て今や
世界標準となっている患者立脚型包括的 QOL 評価である SF-36（EV level Ib11））
と AOFAS スケールとの関連性を検討した報告でも，医療側からの評価のみでア
ウトカムを論じる問題点が指摘されている（EV level Ⅱ 7），EV level Ⅲ 8））
．一方
では，SF-36 は包括的評価であるため外反母趾患者特有の症状の推移をみるには
鋭敏性に欠ける，という指摘もある（EV level Ⅱ 12））．したがって最近では部位特
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異的あるいは疾患特異的 QOL 評価の確立が求められていたが，日本足の外科学会
が中心となり足部，足関節領域の QOL 評価を SAFE-Q（Self Administered Foot
Evaluation Questionnaire）
（EV level Ia13））としてまとめた．
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日本足の外科学会 母趾判定基準
日本足の外科学会母趾判定基準

（JSSF hallux metatarsophalangeal-interphalangeal scale，JSSF hallux scale）
疼 痛 （40点）※1
なし
軽度
中等度
高度

／40

自発痛・運動時痛

日常生活時

全くなし
時々運動時痛あり
常に運動時痛あり
常に自発痛あり

なし
なし
全ての動作時にあり
かろうじて歩行できる

スポーツ・重労働時（参考：疼痛対策の有無）
なし
あり
かなりあり
（痛みで）
できない

（なし）
（なし）
（時々必要）
（常に必要）

機 能 （45点）

／45

活動の制限
すべての活動に支障なし
日常生活には支障はないが，
レクリエーション程度の活動に支障あり
日常生活，レクリエーションに支障あり
日常生活，レクリエーションに著明な支障あり

10
7
4
0

靴※2
通常の市販靴が履ける
ゆったりとした靴や足底挿板を必要とする
整形靴や装具を必要とする

10
5
0

MTP関節可動域（他動的伸展＋屈曲の総計）※3
正常，あるいは軽度の制限（75°以上）
中等度の制限 （30°以上75°未満）
著明な制限
（30°未満）

10
5
0

IP関節可動域（他動的屈曲）※4
制限なし
高度の制限（10°以下）

5
0

MTP-IP安定性（各方向を含む）
安定
不安定※5

5
0

胼胝，鶏眼 ※6
胼胝，あるいは鶏眼はないか，あっても無症状
有痛性胼胝，あるいは鶏眼あり

5
0

アライメント （15点）

／15

良
変形なし
軽度～中等度の変形
可※7
不可※7 高度の変形

15
8
0

計

脚注

40
30
20
0

／100

※1 あてはまる項目のうち最も低い点数で選ぶ
※2 どの靴も問題なく履ける場合は「通常の市販靴が履ける」，市販の靴でも可能だが選択が限られ足底挿板等を用いる場合
は「ゆったりとした靴や足底挿板を必要とする」，市販の靴は不可能で採型した靴しか履けないあるいは装具を必要とする
場合は「整形靴や装具を必要とする」，とする
※3 基本軸を第１中足骨，移動軸を第１基節骨とする
※4 基本軸を第1 基節骨，移動軸を第 1 末節骨とする
※5 易脱臼性を含める
※6 有痛性か否かで判定する．
母趾のみではなく，足底すべての胼胝，鶏眼を対象とする
※7 徒手的に矯正が可能な場合は「可」，不可能な場合は「不可」，とする
（日本足の外科学会の許可を得て転載）
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