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1. はじめに 

 

アキレス腱断裂は 30－40 代男性に多いと

され、特にスポーツ活動中に起こり、スポー

ツ人口の増加と社会の高齢化により増加傾向

にある。自家筋力による受傷が多く、原因と

して腱の退行性変性（肥厚）や副腎皮質ホル

モンの局所・全身投与などの薬剤との関連性

が指摘されているが、明確に分かっていない

のが現状であり、治療法に関する統一的見解

がなく、保存療法と切開縫合や経皮縫合など

の種々の外科的手術が行われている。また、

アキレス腱炎・周囲炎に対しては消炎鎮痛を

目的としたステロイド注射などが一般的に行

われている。 

構造医学では、筋・腱軟部組織損傷並びに

炎症において独自の非観血的処置を行い良好

な結果を得ているため報告する。 

 

2. アキレス腱の構造と機能 

 

2-1． 腱 

腱はコラーゲン線維が規則正しく配列した

緻密結合繊維であり、筋の収縮力を末梢へ伝

達し、エネルギーを蓄えている場所であると

いわれ、張力に十分に耐えられるようになっ

ている。（図 1、図 2)  

 

 

 

 

 

 

組織学的に腱構造を見た場合、表面は膠原

繊維がゆるやかな波状構造とアーチを形成

し、さらにその表面は繊細な膠原々線維に

被われ、線維方向性に規則性がない構造で

ある。波状構造、アーチ形成が摩擦面を減

少させ、摩擦抵抗を少なくし、滑膜から生

図 2 複層構造の例．交互に重ねたトランプの

束は、引っ張っても容易に引き抜けな

い．同様に腱は結合線維が複層構造を

なし、張力に耐える． 

図 1 緻密結合組織である腱（左）と靭帯（右）．

コラーゲン繊維は高密度で配列され、そ

の方向性は受けるストレスに関係する．

（鶴池政明、上勝也：損傷した腱・靭帯

の治癒過程、大阪体育大学紀要、P．150、

2001（原典：Williams et al,198 p．69）） 
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成される滑液を溜め、滑りやすくし、腱潤

滑に対して合理的な構造を呈していると考

えられ、流体潤滑がその主体と推定されてい

る（図 3）。また、腱が正常な滑走を得るため

にはパラテノンや腱鞘などの周辺組織が必要

である。 

 

2-2．アキレス腱 

腓腹筋・ヒラメ筋は下腿三頭筋と呼ばれ、

互いの腱膜が合してアキレス腱となり、ねじ

れは最も強く最大の腱であり、踵骨とアキレ

ス腱の間に下腿三頭筋腱下包があり皮膚との

間には踵骨皮下包がある（図 4、図 5）。 

周囲のパラテノンや下腿筋膜・腱膜の血管

から栄養を受け、歩行や跳躍・走行など多岐

にわたり働く部位でもある。 

 

3．アキレス腱断裂 

 

3‐1．概要 

アキレス腱断裂の発生機転としては下腿三

頭筋の不協同性や緊張位での足関節の急激・

過度な背屈力が強制され起こるとされている。 

 

 

 

 

図 5 腱繊維解析後の右アキレス腱の後面

（三浦真弘ほか：アキレス腱の構成線

維解析に基づくアキレス腱炎の発症

機序の再検討、第 17回臨床解剖研究

会記録、2013） 

図 4 アキレス腱と周辺筋群 

（F．H．Netter:ネッター解剖学図譜、

南江堂、原著第 5版図 504、2011） 

図 3 顕微鏡で観察したコラーゲンの波形構

造（江川 陽介：メカニカルストレスに

よるアキレス腱組織の力学的特性の変

化と腱障害発生機序の解明、2007） 
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また、経過は難治性で慢性化しやすく、症

状が軽減しても腱の肥厚・癒着を残すことが 

多いとされ、腱膜や腱周囲の軟部結合組織、

血管の炎症を伴う。また、何らかの理由で腱

の退行性変性が基盤となり、アキレス腱断裂

を繰り返し起こす可能性が高いことが報告さ

れている。 

 

3‐2． 治癒機転と重要因子 

治癒過程ではコラーゲン線維の修復が大き

なカギとなる。コラーゲンは規則正しく形成

されたクロスリンクスと呼ばれる分子構造を

有し、正常な状態では強く束ねられ柔軟性も

あるが、損傷した線維ではクロスリンクスの

欠如がみられる（図 6、図 7）。治癒過程でク

ロスリンクス形成を変性する要因としては、

長期のギブス固定や、損傷したコラーゲン繊

維内の浮腫・腫脹の長期化などが挙げられる。 

組織の治癒は適切な血液供給が重要であり、

腱や靭帯組織では血液供給が乏しく、再生能

力の低い組織であるとされるが、他の組織と

同様に治癒過程をもつことが認められている。

アキレス腱はパラテノンからの血行があるた

め、他の腱と比べ修復力が旺盛とされる。 

 

4．一般的処置 

 

最近の動向として保存的療法よりも手術療

法を有用とする意見が多いとされる。 

断端縫合術が最も一般的な術式である。こ

の手法は断裂部の皮膚を切開し（図 8）、断裂

部の断端を引き寄せ，絹糸等で腱を縫合させ

（図 9）、ギブスで固定する。術後の経過がよ

く、受傷前の活動レベルにまで多くの症例で

改善すると報告されている。合併症として手

術後の化膿，癒着，手術創の瘢痕形成、しび

れなどの神経損傷等が挙げられる(図 10．11)。

また、再断裂防止策として筋膜皮弁や腱移植

(自家腱)が行われている（図 12）。 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 皮膚切開法（倉田和夫：アキレス腱皮下

断裂、厚生連医誌第 2巻 1号（1985）） 

図 7 トロポコラーゲン分子内および分子間
を強く束ねているクロスリンクスの模
式図（Hardy(1989)，P．1020） 

図 6 腱の組織構造階層を示した模式図．腱

の成分の 70-80％が間質物質（水分）、

20-30％がコラーゲン線維である．トロ

ポコラーゲンはコラーゲン線維の基本

構成単位（分子）である．（鶴池政明、

上勝也：損傷した腱・靱帯の治癒過程、

大阪体育大学紀要、第 32巻（2001）よ

り図・文引用） 
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図 9 膜の縫合法（倉田和夫、前掲論文．

原典：桑波田ら 1980）、一部改変 

 

 

 

 

 

 

  

図 10、11 （J.G.P Williams,中島

寛之訳、南江堂、スポーツ外

傷アトラス（1982）） 
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保存的療法では外部から触診し，断裂した

腱を接近させ，自然下垂位の状態でギブス固

定する。固定後は定期的に経過を診る治療法

である。観血的療法と比べ合併症が極めて少

ないが、ギブス固定期間が長期になり、筋力

低下を生じ、腱の結合が弱くなるため再断裂 

の可能性が高いと報告されている。 

保存的・観血的療法の欠点をうまく補う方

法として経皮的縫合法があり、ワイヤーを特

殊な針につけ、腱、パラテノン、筋膜を含め

て縫合し、中枢断端を引き寄せ、末端のアキ

レス腱の皮膚上でワイヤーをボタンに固定す

る（図 13）。観血的療法と比べ手術創の皮膚

壊死、皮膚癒着がなく、瘢痕形成も少なく、

美容的に優れるとこと、保存的療法と比べ確

実な腱の接触が得られ、再断裂が起こりにく

く機能不全が少ないことが利点だが、注意す

べき点として神経損傷等がある。 

アキレス腱炎・周囲炎に対してはステロイ

ド注射により痛みを急速に取り除く処置があ

るが、同時にマクロファージ活動を抑えるた

め、損傷領域内の有害物質コントロールや再

形成の糧となるアミノ酸や単糖質の排出が低

下し、再発に繋がる（図 14）。 

 

図 12 自家腱移植手術 

図 13 生田拓也ほか：アキレス腱断裂

に対する経皮的縫合術の経験、

整形外科と災害外科 1:(2)678～

682、1992、一部改 
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図 14 （J.G.P Williams,前掲書） 
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図 15 置性転子による踵骨腱断裂の処置例 

 

 

5．構造医学処置 

 

構造医学では①局所氷冷法と、②懸垂延転

子を主に使い治療にあたる。①の局所氷冷法

はマクロファージ活動など受傷部のミクロ環

境改善をはじめ様々な効果がある。

  

図 16 吊性転子による踵骨腱断裂の処置例 

 

 

②の懸垂延転子には筋や腱などの中実構造

に対して有効な置性転子（図 15）と筋膜など

の膜構造に有効な吊性転子（図 16）の 2種が

あり、これらの転子面は懸垂線を用いた回転

対象体として設計されており、全ての部位に

圧縮力がかかることにより、力学的に安定す 
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る目的と生理重力下におけるレオロジー特性

を体表面に適応できるように作られている。 

腱断裂では鞘内の破断面はモップ状に開裂し

血腫が形成される。加えて、境界層理論に基

づき転子の物理的刺激による細胞・組織の活

性化を目的とし、適切な圧を加えた状態で 

 

 

腱線維の線維方向性と整合性を整えていくと

同時に軟部組織治癒機転を助ける作用がある

(図 17)。 

なお、固定（fixation）は自然下垂位より

尖足位（足関節底屈位 30°以上）で固定する

のではなく自然下垂位より少ない足関節底屈

図 17 軟部組織治癒機転 
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位約 15°―20°の肢位でパラテノンや周辺組

織からの栄養供給確保のためわずかに動揺を

許し固定（immobility）する。加えて筋・腱・

軟部組織が適度に緊張するようにし、廃用性

萎縮による筋力低下に陥ることがないように

する。この手法で、状態を管理し、良好な治

療成績を収めている。 

断端を引き寄せ再度腱が絡みあうと相張力

養成の原理が働き、断裂前よりも強固な結合

となる。この原理は日本伝統の機織の技術と

して利用されている（図 18）。 

 

 
図 18 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)より 

 

 

6．まとめ 

 

 一般的外科処置では皮膚を切開し、腱，パ

ラテノン，筋膜などをまとめて縫合するもの

やパラテノンを取り除いてしまう術式がある

ため組織間の潤滑や滑走が正常に機能しなく

なり、術後に長さや可動域に問題なく見える

場合でも長期的経過を考慮すると組織間の摩

擦による炎症や断裂部の違和感などを生じる

可能性が高い。また、ほかで用いられている

保存的な療法では初回診察以降は経過観察で

治癒機転を待つのが一般的であり、効果的な

処方であるとは言いがたい。また、腱実質内

に病変があるとされる腱炎や腱を包んでいる

パラテノンに炎症がある周囲炎などに対して

は消炎を目的としたステロイド注射や湿布が

一般的に行われるが、治癒機転を阻害し、腱

の退行性変性を起こし多発性にアキレス腱断

裂を起こす可能性が高いことが示唆される。 

現代医学においてアキレス腱断裂やアキレ

ス腱炎・周囲炎などの筋・腱軟部組織障害に

対する物療傷科的治療用具や生理機序を協助

する治療法が皆無に等しい状況である。 

転子を用いることにより組織間の潤滑や滑

走を保ちつつ病態の時間的経過を把握しなが

ら体表から安全にかつ効果的に使用できる。

また、筋・腱軟部組織炎症などに対しても同

時に予防的な措置も講じることができる。 

筋・筋膜・腱・腱膜といった生体潤滑機構

を考慮し、保存的かつ生理的作用を充分に活

用した方法として紹介したい。 
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