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Fig. 1 TIMS separates the soleus from the deep ‰exor mus-
cles such as the ‰exor digitrum longus (FDL) and the ‰exor
hallucis longus (FHL).

Fig. 2 On turning over the TIMS from the lateral side,
branches to the TIMS (arrows) could be found.
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緒 言

下腿遠位部や足部は，腫瘍切除後や外傷による軟部

組織欠損を再建する際に，手術法の選択に難渋する部

位の一つである．これまで様々な手術法が報告されて

おり，特に後脛骨動脈系の血流を利用した有茎皮弁は

有用である1～7)．しかし，皮弁の壊死などで再手術に

なることもあり，より低侵襲の選択肢をできるだけ多

くもつことが必要である．

下腿の横筋間中隔，transverse intermuscular sep-

tum（以下 TIMS）はヒラメ筋と長母趾屈筋，長趾屈

筋の間に介在する線維性の組織である（Fig. 1）．こ

れは遠位にて下腿屈筋支帯に連なり，また下腿近位

1/4と遠位 1/2にて発達しているといわれている7)．

大腿外側にも同様の筋間中隔が存在し，膝関節周囲の

再建に臨床応用されている8)．しかし下腿の TIMSに

関しては，その血流や臨床応用などは渉猟しえた限り

報告がない．今回われわれは後脛骨動脈から TIMS

への血行を調べ，筋膜弁としての可能性を検討した．

対象と方法

10体の実習用保存死体（成人男性 5体，女性 5体，

右 6肢，左 4肢）を用いた．まず下腿の後面におい

て下腿三頭筋を露出した後，これらを一塊として切除

し TIMSを剖出した．次に TIMSを内側へ翻転し，

後脛骨動脈より分枝する TIMSへの血管を拡大鏡下

に同定した（Fig. 2）．また血管の分枝位置と内果の
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The vascular anatomy of the transverse intermuscular septum of the lower leg and the potential of the fascial ‰ap
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In 10 legs of 10 cadavers, the vascular anatomy of the transverse intermuscular septum (TIMS) of the lower leg has been studied. Its
vascular supply from the posterior tibial artery was frequently seen 65 mm proximal from the tip of the medial malleolus and the
TIMS was well developed in the distal half of the lower leg. We advocate that these anatomical features contribute to clinical applica-
tions of the TIMS fascial ‰ap. It may be useful for reconstruction of the lower leg and heel as a safer option with less morbidity.
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Fig. 3 Graphic presentation of the number of branches and
parting points. The branches were frequently seen from 0 mm
to 65 mm and all legs had one branch at least in this area (indi-
cated within the rectangle).

Fig. 4 Dissecting the TIMS ‰ap and covering a skin defect of
the heel by posterior incision
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頂点からの距離を計測し，分布状態を調べた．

結 果

後脛骨動脈から TIMSへ分枝する血管は 1肢につ

き最小 1本～最大 4本（平均2.3本/肢）存在した．分

枝する位置は内果の頂点から近位方向へ最大 121 mm

までの範囲であり，0～65 mmの範囲に最低 1本は存

在した（Fig. 3）．枝自体の太さは径が約 1 mm以下

で，長さも約 2～3 mmと非常に小さいものであった

が伴走する静脈は認められた．TIMSは下腿遠位 1/2

にて発達しており，近位では薄く不明瞭であった．

考 察

後脛骨動脈から TIMSへの枝は内果から近位 65

mmの範囲に多く，また TIMSは下腿遠位 1/2にて

発達している点から，より遠位の分枝血管を茎とした

筋膜弁が可能と思われた．実際の手技においては下腿

後面のジグザグ切開下に下腿三頭筋を筋線維に沿って

縦裂きにして TIMSに達し，筋膜弁として踵部の再

建などに利用できると思われた（Fig. 4）．

結 語

TIMSは下腿遠位や足部における有用な再建材料の

一つになりえる可能性が示唆された．
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