
Ⅰ.はじめに

腰部・膝部に痛みを訴えたり、脊柱の

側彎を生じた患者の中に、共通した距腿

関節部の浮腫や圧痛が観察される症例が

あった。そこで距骨を取り巻く周辺組織

において何らかの異変が生じているので

はないかと考え、距骨に対して整復・固

定を行ったところ、それらの症状が改善

したのでその症例を報告するとともに、

距骨のもつ解剖学的な役割から何故それ

らの全身的な症状へと発展させたのか、

その理由についても考えてみたい。

Ⅱ.距骨の解剖学的な性質

後足部の構造のなかで、距骨は特異な

骨である。まず第一に、距骨にはまった

く筋が付着していないことである。（図

1）。下腿からの筋はすべて距骨の周囲を

迂回している。これが「かごに入った」

骨、つまり腱のかごの中に含まれている

骨という異名の由来である。これらの腱

は１３本ある。

・４本の長趾伸筋腱（図 1-1）
・第３腓骨筋腱（一定していない）（図

1-2）
・短腓骨筋腱（図 1-3）
・長腓骨筋腱（図 1-4）
・下腿三頭筋の終止腱（アキレス腱）（図

1-5）
・後脛骨筋腱（図 1-6）
・長母趾屈筋腱（図 1-7）
・長趾屈筋腱（図 1-8）
・長母趾伸筋腱（図 1-9）
・前脛骨筋腱（図 1-10）
次に、距骨は全体が関節面と靭帯付着部

に覆われている。（図 2：外側像、図 3：
内側像）

・骨間距踵靭帯（下距踵靭帯）（図 2-1）
・外側距踵靭帯（図 2-2）
・後距踵靭帯（図 2-3）
・足関節の外側側副靭帯の前方繊維束

（図 2-4）
・足関節の内側側副靭帯の前方繊維束の

深層（図 3-5）
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・足関節の内側側副靭帯の後方繊維束

（図 3-6）
・足関節の外側側副靭帯の後方繊維束

（図 2-7）
・足関節の前方関節包とその肥厚した付

着部（図 2-8）
・足関節の後方関節包の肥厚した付着部

（図 3-9）
・距舟靭帯（図 3-10）

距骨は、いずれの筋も付着しない骨で

あるために、筋の拮抗作用による前後左

右からの距骨の支持が得られないことに

なる。したがって、骨を支持する多くの

役割を靭帯と周囲を走行する腱に依存す

ることになり、他の骨と比べて筋の支持

を得られない分だけ不安定な骨であると

いえる。

Ⅲ.足関節関節面

足関節の上面図（図 4：足関節の断面

像）では、外科医がくるぶしつまみとよ

んでいるように、距骨滑車が両果の間に

完全に嵌め込まれているのがよく理解で

きる。距骨滑車の上面は後方Ｉより前方

Ｌで幅広くなっているのがわかる。これ

が、力学的にきわめて重要である。

矢印Ｚは足の長軸方向。矢印Ｔは距骨頚

部の向きを指し、距骨滑車と距骨頚部の

向きが異なり、距骨自身が捻じれている

ことを指している。

距骨滑車の両側面は、両果部によって

緊密に保持されている（赤の矢印）。両果

部は次の点で相違している。

・外果は、内果よりもかさがある。

・外果は、内果よりも下方まである

（図 5-ｍ）

・外果は、内果よりも後方にある（図 4）。
これが、両果の軸Ｘ－Ｘ´をやや外後方

へ傾斜（20°）させている。

脛骨遠位端の後縁（図 6-20）は、前縁

よりも下降（図 6-Ｐ）している。以上の

ことから、距骨は後方より前方へ、内方

より外方へ変位しやすい位置にある。

Ⅳ.脛腓関節のメカニズム

距骨滑車の幅は前方 b－b´より後方 a
－a´が狭くなっている（図 7）その差 e
は 5mm である。距骨滑車の両側面を緊

密に保持するために、ある範囲 e で果間

距離は変化しなければならない。この果

間距離は伸展時に最少（図 8 下面像）で、

屈曲時に最大（図 9 下面像）となる。

（注：ここでの「屈曲」「伸展」の表現は、

参考文献カパンジ -機能解剖学Ⅱ下肢に

より「背屈＝屈曲」であり、「底屈＝伸展」

という表現に従っている）。さらに、図８、

９において、この果部の開大と接近運動

は、後脛腓靭帯（図 8-2,9-2）が蝶番の役

割を果たす外果の長軸回旋を伴っている

ことがわかる。また、腓骨は垂直運動を

行っている。（図 10、11、腓骨は四角形

の定規の形にシェ－マ化されている）実

際、脛骨と骨間膜の下外方への斜走線維

（図には 1 本の線維だけが線で描かれて

いる）によってつながっている腓骨は、

脛骨から離れるとき軽度上昇する（図

10）。一方、近づくときには下降する。（図

11-ｈ）



全体として、足関節の屈曲時（図 12：正

面像）。

・外果は内果から離れる（矢印 1）
・同時に、外果は軽度上昇する（矢印 3）。
一方、脛腓靭帯と骨間膜の線維は水平Ｘ

－Ｘ´になる傾向をもつ。

・最後に、外果は外旋方向へそれ自身回

転する。（矢印 2）
足関節の伸展時（図 13：正面像）には逆

のことが起こる。

・外果は内果に近づく（矢印 1）。この運

動は、Pol Le Coeur が示したように能動

的である。その線維が両骨に付着してい

る後脛骨筋ＴＰの収縮はくるぶしつまみ

を挟める（図 14：右側下位の断面像、矢

印はＴＰの収縮を表している）。

・靭帯線維の垂直化ｙｙ´を伴う外果の

下降（矢印 2）。
・外果の軽度内旋（矢印 3）
（図 10,11）からもわかるように、近位

脛腓関節は、外果の運動の影響を受ける。

・足関節の屈曲時（図 10）、腓骨関節面

は近位へ滑走しｈ、関節裂隙は両果の開

大（赤の矢印）によって下方へ開き、ま

た外旋によって（ピンクの矢印）前方へ

開く。

・足関節の伸展時（図 11）には逆の運動、

つまり下降、角度の閉鎖そして内旋がみ

られる。進化の結果でも、近位脛腓関節

が癒合していないことから考えると（必

要がなければ癒合し、関節機能を消滅し

ていたはず）この腓骨の動きは重要な働

きをしているといえ、また多くの筋の付

着部であることからもこの腓骨の動きが

なんらかの原因で上方外旋・下方内旋の

どちらかでロック状態になった場合には

足関節・膝関節にとどまらず股関節や全

身にまで影響を及ぼす可能性がある。

最後に、距骨を側方から支持する脛骨、

腓骨は足関節の関節面で距骨の距骨滑車

部と接するが、足関節の底屈と背屈時で

は脛骨・腓骨が接する距骨滑車の位置が

異なる。その動きに合わせて脛骨腓骨の

果間距離を微妙に調整しているのが、後

脛骨筋であり、固有母趾屈筋である

Ⅴ.果間距離の持続的な調整

距骨滑車とくるぶしつまみの両極端の



肢位を図案化したシェ－マ（図 16）に示

すように、これは屈曲時 F 開大し（赤の

矢印）、伸展時 E 狭小化する（青の矢印）。

この装置に介入しているのは、両骨に付

着部をもつ足関節の伸筋である後脛骨筋

1（図 15：下腿骨各の後面像）である。

この筋の働きは両骨を接近させる。した

がって、足関節の伸展時、この筋は同時

に伸展と外果の内果への接近を確保し、

距骨滑車の幅の縮小に適応している。こ

の作用は、程度はより少ないが、固有母

趾屈筋（図 15-2）についても同様である。

したがって、くるぶしつまみの伸展での

適応は、筋由来の能動的なものである。

一方、その屈曲での適応は、受動的な

ものである。両果の開大は、距骨滑車の

漸進的拡大によって矯正され、靭帯によ

って制止されるが、足関節の屈曲に対抗

する前述の筋群によっても制止される。

つまり、カパンジー機能解剖学の著者

A.I.KAPANDJI によると脛骨と腓骨の両

骨を接近させる（つまり果間距離を接近

させる）のは足関節の伸筋である後脛骨

筋と固有母趾屈筋であり、足関節の伸展

時にはこれらの筋の働きにより果間距離

は接近し、逆に足関節の屈曲時にこれら

２つの筋は引き伸ばされ果間距離は開大

する。このことから、距骨を側方から固

定する力は後脛骨筋と固有母趾屈筋によ

るところが大きいことは理解できる。こ

の時１つの仮説が考えられる。「この２

つの筋が何らかの原因により機能低下に

陥り本来の働きができなくなった場合、

距骨 の安 定性 は奪 われ るの では な い

か？」

ここに臨床の現場においてもよくみられ

る「後脛骨筋と固有母趾屈筋の弱化に由

来する脛骨のたわみ」を写真 1 とともに

参照したい。

写真１ 脛骨のたわみ

実際、臨床の現場でも、足関節を捻っ

た覚えが無いのに距骨の亜脱臼と考えら

れる症状を訴えた患者がいたので、以下

にその臨床例を挙げたい。

Ⅵ.距骨の亜脱臼の臨床例

症例は患者に対し趣旨を説明し同意を

得、個人を特定できぬ様配慮した。

１．T さんー中学３年生。男子。野球部

野球の練習中にランニングをしていて

突然足関節前方部に強い痛みを訴え来院。

「足関節を捻った覚えはない」とのこと。

痛みの為、右足を床に接地することがで

きない状態であった。

処置－距骨の整復・固定を行い３日後に

は普通に歩けるようになる。

２．Y さん－６６歳。女性。

当院には腰部と右股関節の痛みの為、



来院。立位で脊柱に右凸の側湾が認めら

れた。全身的な視診の際に右足関節の大

きな浮腫を認める。距腿関節部の圧痛と

背屈制限があり、距骨の亜脱臼の整復・

固定を行う。

３．T さん－４４歳。女性。会社員。

左膝の痛みで来院。視診にて、左足の

距腿関節部に腫脹があり、足関節の背屈

制限が認められたため距骨の亜脱臼の整

復・固定を行う。膝の症状軽減するも、

仕事でハイヒ－ルを履いていることから

固有母趾屈筋が継続的に引き伸ばされ脛

骨と腓骨の距離が広がる状態であるため

距骨の側方安定性は奪われ症状を繰り返

している。

４．Ｋさん－１７歳。男性。高校生。

体育の授業中、サッカ－をしていて転

倒した際に負傷。距腿関節部前面の痛み。

足関節の背屈時に最も痛みを訴える。

（足関節の背屈可動域８５°）ただし、

足首を捻った記憶はない。

処置－距骨の亜脱臼の整復を試みるも整

復動作（足関節の背屈）で痛みを訴える

ため、足底部の筋群へ超音波による筋群

の弛緩を得てから再度整復動作に入る。

整復後、足関節の背屈可動域が９５°を

超えるところまで可能になる。

写真２ 距骨亜脱臼(患側／右)

Ⅶ.距骨の整復法

まず、患者をベッドに腹臥位にさせ、

患側の膝を９０°屈曲位にさせる。次に、

術者は一方の手で患者の踵骨後方を把持

し末梢方向（上方）に牽引する。十分な

末梢牽引の後、もう一方の手で距骨の前

方に手を当てる。踵骨を把持した側の前

腕を患者の足底にあて、距骨を後方に押

し込みながら足関節を背屈させる。

足底筋群や下腿部後面の筋に硬さが認め

られる場合には、それらの筋群にマニュ

ピレ－ションを加えてから行うと整復し

やすい。

写真３ 距骨の整復

Ⅷ.距骨の固定法

1. アンカ－をつくる。

脛骨、腓骨の下端に半分かけるように

キネシオテ－プを巻く。さらに、その

上方へも半分ずらしたテ－プを巻く。

脛腓関節を締めるように巻く。

2. アンカ－から前足部へキネシオテ－

プをかける。

写真４ 固定法



3. キネシオテ－プの上から脛骨、腓骨の

下端に半分かけるようにホワイトテ

－プを巻く。

4. 前足部にホワイトテ－プを巻く。

5. ヒ－ルロックを巻く。

6. もう一度アンカ－巻く。

Ⅸ.考察

臨床例でも示したように距骨が及ぼす

影響は足関節にとどまらず、膝関節や股

関節、さらに全身にまで影響を及ぼすこ

とは、これまで述べてきた。それは、足

関節を構成する腓骨の上下動や内外旋と

いう動きが、距骨の亜脱臼をきっかけと

してできなくなり、腓骨に付着する多く

の筋群が機能低下するために生ずると考

えられる。

下腿部で生じた筋の異常収縮は足関節

の背屈制限を引き起こし、下腿部及び足

部での症状となり、さらに筋と筋とをつ

なぐ筋膜の繋がりによって下腿、膝部に

とどまらず腰部など全身的に影響を及ぼ

すことが考えられる。また、距骨亜脱臼

の発生原因としては外傷や使い過ぎなど

の理由によって後脛骨筋・固有母趾屈筋

の弱化により足関節の側方安定性が失わ

れ、足関節の背屈強制時に距骨滑車の漸

進的拡大によって行われる両果の開大が

前述の２筋による制止を受けずに発生す

るものと考える。

以下に距骨の亜脱臼への判断基準を示

す。

1. 距腿関節部に浮腫を認める

2. 距腿関節部に圧痛を認める

3. 足関節の背屈可動域が 90°以下

4. 距腿関節前面部に疼痛を訴える

5. 足関節背屈時に痛みを訴える。

（通常の足関節捻挫では底屈時や

内がえし時に痛みを訴える）

6. 下腿部の筋の異常緊張を認める。

（この場合の特徴は、下腿にマニ

ュピレ－ションを加えても筋の弛

緩が起こりづらい。）

7. ３、６の発生原因が外傷（足関節

背屈筋の打撲・挫傷）や神経麻痺

によらないこと。

Ⅹ.まとめ

距骨は、いずれの筋も付着しない骨で

あるために、筋の拮抗作用による前後左

右からの距骨の支持が得られないことに

なる。したがって、骨を支持する多くの

役割を靭帯と周囲を走行する腱に依存す

ることになり、他の骨と比べて筋の支持

を得られない分だけ不定な骨であるとい

える。さらに距骨は距腿関節部で脛骨、

腓骨と接する距骨滑車部が前方で大きく、

後方で小さい。そして足関節が屈曲（背

屈）する時に、腓骨が上方に移動し、外

果が外旋する仕組みである為に遠位脛腓

関節の脛骨・腓骨間距離は延長され、脛

腓関節は離開する方向に力が働く。

外傷により脛腓靭帯を損傷し、脛腓関

節に離開を生じている場合や、足関節の

屈曲（背屈）が過度に強制された場合に

足関節のの側方安定性を担う脛骨・腓骨

は引き離される。また、後脛骨筋や固有

母趾屈筋の弱化により果間距離を開大さ

せている場合には距骨の側方安定性を担

う果間距離の持続的な調整が不可能にな

る。その結果、側方での安定性を失った

距骨は前方変位（亜脱臼）を引き起こす

ものと考えられる。
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