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ABSTRACT

Purpose: Two metal alloys ( stainless and titanium) are commonly used as a pectus

bar in Japan. However, contact-allergy to various metals has been reported recently.

Preoperative evaluation of contact-allergy to metals seems to be helpful for the choice of

metal alloys for the treatment oHaectus excavatum (funnel chest) using Nuss procedure.

Patients and Methods: We had screened 48 patients of pectus excavatum using a patch test

from Jan. 2001 to Dec. 2005. Among the 48 patients, 35 were male and 13 were female.

The ages of the patients ranged from 5 to 16 years with the mean age of 8.6-years at

the time of operation. Results: Ten out of the 48 patients ( 21%) showed positive reactions

to stainless steel alloy elements. However, the positive reaction to titanium alloy was

detected only in one out of the 35 patients (3 %) examined. This showed a statistical sig-

nificance (p<0.015). In 4 cases, multiple positive reactions were observed. Nickel was the

most common allergen metal ( 19%) in all the allergens, followed by manganese (6

and chrome (4 %). In9outof 10 cases, titanium alloy was used for the Nuss procedure,

and their postoperative courses were uneventful. In one case out of 10 showed positive

reaction to aluminum that is an element of titanium alloy. This case also revealed posi-

tive reactions to nickel, chrome, manganese, copper and iron. Conclusion: The preopera-

tive screening patch test is useful for the detection of metal allergy and helpful for

choosing the type of metal alloys for the treatment of patients with pectus excavatum.

Ryukyu Med. J., 25{1,2)35-39, 2006
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緒　言

漏斗胸(以下-本症)に対して, Nuss手術1)が広く
行われ,その有用性が報告2-4)されている.我々も1999
年以降,この術式を採用し,その有用性や問題点を報

告5)した.現在Nuss手術に利用できる,いわゆる"ベ

クタスパー"はステンレス性とチタン性の2種類6)が

あるが,いずれも合金で,ステンレス性バーは,鉄・ニッ

ケル・マンガン・クロム・モリブデンなど,チタン性バー

は,チタン・アルミニウム・バナジウムなどよりできて

おり,両者とも金属アレルギーを起こす可能性がある.

矯正歯科領域では,口腔内充填物質が金属より成るため

金属アレルギー症例の報告や研究7-8)が多くなされてい

る.斉藤ら9)はステンレス性バーを用いた本症術後に,
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Table 1 ICDRG Standard

( -　　　　Negative

(?　+)　Doubtful reaction

( +)　　　　Weak (non-vesicular) reaction

( + +)　　Strong (edematous or vesicular) reaction

( + + +)　Extreme reaction

( IR)　　　Irritant reaction

Table　2　Result 1

Reaction to stainless alloys

4oCasesこ一一38cases Negative　(79%)＼
lOcases Positive　　(21%)

＼　Ni　9cases　(19%)
Cr　　2 cases　　　(4%
Mn　3cases　　　(6%)
Cu 1 case　　　(2%)
Fe 1 case　　　(2%)

Reaction to titanium alloys

ooCases　　　　-　35cases

＼　1case
Negative　(93%)

Positive (Al) (3%)

Ni:nickel, Crxhrome, Mn: manganese, Curcopper, Fenron, Al:Aluminum

バーに対するアレルギー反応から胸膜炎を併発し,バー

抜去をせざるを得なかった18歳の症例を報告した.わ

れわれも,同様な16歳の症例を経験し,胸水貯留と胸

痛から,術後49日目バー抜去を余儀なくされ,漏斗胸

が再燃した苦い症例の経験がある.金属アレルギーはⅣ

型アレルギーに属し,抗原刺激によって感作されたリン

パ球が関与する細胞性免疫機序によると考えられ,その

評価にパッチテストが最も簡単で,安全な検査法として

用いられている10)我々は,術前に患児の金属アレルギー

を評価し,その結果により使用するバーを選択すること

は有用であると考え, 2002年1月以降の本症症例に対

してバーの構成成分である金属に対するパッチテストを

行っている.今回,この術前パッチテストの意義を検討

するとともに,バーの素材についても考察を行った.

対象と方法:

2002年1月より2005年12月までの4年間にNuss手

術を行い,術前金属アレルギー検査を行った48例を検

討の対象とした.パッチテスト開始時はステンレス性バー

成分に対してのみテストを行っていたが,その後,チタ

ン性バーの成分に対するパッチテストも追加して行った.

症例の内訳は男児35例,女児13例で,手術時年齢は5

歳～16歳,平均8.6歳であった.パッチテストは鳥居薬

品社製の金属試薬を用いた.その方法は,パッチテスト

用件創膏に金属試薬を1滴染み込ませ,患児の内側上腕

または背部に貼付し48時間72時間および1週間後に判

定した.コントロールとして白色ワセリンを用い,判定

の基準は国際皮膚炎学会によるICDRG ( International

Table　3　Result　2

Cases of positive patch test

Case　#　　　Ni Cr Mn Cu Fe

#1　7F

#2　5　M

#3　6　M

#4　8M

#5　9M

#6 10F

-)　(-)

+)　　-)

+)　　-)

+)　　-)

+)　　-)

+)　　-)

+)  (-　　(-

-)  (-　　(-

-)  (-　　(-

-)  (-　　(-

-)  (-　　(-

-)  (-　　(-

Al

(NT

(NT

(NT

(-)

(-)

(-)

Cases of multiple positive patch tests

#7　6M　(+)　(-) (+)　-　　　-　　NT
#8 12M　(+)　(+) (-)　-　　(-) (-)
#9 12M　(+)　(+) (-)　-　　(-) (-)
#1012M　(+)　(+) (-) (+)　(+) (+)

NT:not tested

#1 to 9 cases: Nuss procedure using titanium alloy

Contact Dermatitis Research Group)基準(Table

1 )に基づいて皮膚科専門医が判定した.ステンレス性

バーに対してはその成分であるニッケル,クロム,鍋,

秩,マンガンを,チタン性バーに対しては,アルミニウ

ムをパッチテスト試薬として用いた.なお,チタン性バー

の成分であるチタンとバナジウムについては,現在一般

に市販されている金属パッチテスト試薬に含まれていな

いため,両金属のパッチテストは行えなかった.また統

計学的検討はⅩ2検定で行った.

結果および陽性反応症例を,それぞれTable2および

Table3に示した.ステンレス性バーでは48例中10例

(21%)にその成分に対する陽性反応が見られた.一方,

チタン性バーの陽性例は36例中1例(3　　であり,ス

テンレス性バーに対する陽性反応が有意(p<0.015)に

高かった. 1人で2つ以上の金属に対し陽性を示した症

例が4例あった.ステンレス性バーでは,その主要構成

金属であるニッケルに対して陽性反応を示した症例が9

例(19%)で最も多く,次いでマンガンが3例(6%),

クロムが2例(4　　であった.これらの陽性症例では

チタン性バーを使用したので,術後全く問題は生じなかっ

た.一方,チタン性バーの素材であるアルミニウムに対

して陽性を示した症例は1例(3 %)のみであった.こ

の症例ではニッケル,クロム,鍋,鉄に対しても陽性反

応を示した.以下に症例を提示する.

症例#6:女児10歳

既往歴:下垂体性小人症にてGH療法中

アトピー性皮膚炎あり

現病歴:生下時より胸郭の変形があったが,経過観察さ

れていた.今回手術目的で当科紹介となった.

術前のパッチテストでは48時間後にニッケル貼付部位

に一致して紅斑と浮腫を認めICDRG基準に従って( +)
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Fig. 1 ICDRG (+), i.e., weak reaction (erythema) was

seen at the site of nickel patched.

Fig. 2 ICDRG (++) , i.e., strong erythematous and edema-

tous reactions were seen at the site of nickel patched.

と判定した(Fig.1 ).その結果からステンレス性バー
を使用せず,チタン性バーを用いてNuss手術を行った.

術後は特に問題なく経過した.
症例‡8:男児12歳

既往歴:アレルギー性鼻炎,気管支晴息あり

現病歴:学校検診にて漏斗胸を指摘され当科紹介となっ
た. 48時間後,ニッケルに対して紅斑と浮腫,水癌形

成を認めICDRG基準に従って(++)と判定し(Fig.

37

2),チタン性バーにてNuss手術を行った.しかし,

術者の不注意から,閉創時に縫合用ステイプラーを用い

たため,術後4日目に全身の発赤・紅斑(Fig.3)を認
めたためステイプラーによるアレルギーと考えて抜鈎し

た.その後,速やかに症状は軽快した.
症例#10:男児12歳

既往歴:アトピー性皮膚炎あり
現病歴:生下時より漏斗胸を指摘されていたが経過観察

していた.最近になり本人が胸郭変形を気にする様にな
り当科紹介となった.術前のパッチテストではマンガン

を除く全ての金属で陽性を示した.そのため家族と相談
の上,純チタン性バーを用いた胸郭形成を行った.しか

し,純チタン性バーは,胸郭に合わせて形成すると,変
形胸郭を支える強度が非常に弱くなり,バーの変位に伴っ

て,胸腔内に落ち込む可能性も考えられたため(Fig.4 ),
術後10日目に抜去せざるを得なかった.抜去後は胸郭

変形が残存し,現在,その治療に苦慮している.

考　察

漏斗胸に対するNuss手術は,金属バーによる胸郭矯
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正手術で,これまでの手術と比較して本法は手術手技が

比較的容易で侵襲も少なく,また前胸部に大きな手術疲

痕を残さず,術後の整容的側面にも優れていることから

多くの施設で採用され,その有用性が報告されている.

現在,我が国で使用できるベクタスパーは,ステンレス

性とチタン性がある.ステンレス性バーはニッケル,ク

ロム,などから成る合金で錆びない金属として知られて

おり,成分中の金属イオンが溶出することが少ないと考

えられていた.そのため生体用材料として最も多く用い

られている11)また,チタン性は,チタン,アルミニウ

ム,バナジウムなどの合金で生体親和性が高く侵食性が

低いことが知られている.しかし,長期間体内に留置さ

れた生体材料から金属イオンの溶出は避けられず,その

ための金属アレルギー症例が整形外科領域12-14)歯科口

腔外科額域7,10)や冠動脈ステント挿入術後15)などで,特

にステンレス性の生体材料を用いた症例で多く報告され

るようになった.また, Croitoruら16)の集計でも本症

術後に3例のバーアレルギー症例の報告があり,必ずし

も無視できない合併症のひとつである.我々も,同様な

症例を経験して以降,術前に使用するバーに含まれる金

属成分に対するアレルギー検査を行う様になった.

ステンレス性バーの主成分であるニッケルやクロムは

アレルギー性が強いことが一般に知られている.特にニッ

ケルは安価で加工がしやすく,工業用晶,日用品,化粧

品や装飾品などに広く用いられてきたため,アレルギー

症例が増加している17一;). 1974年スウェーデン国立衛生

研究所(National Board of Health and Welfare)

は1 wt%以上のニッケルを含んだ合金を歯科用材料に

は使用しないよう警告しており　1989年以降はヨーロッ

パ諸国を中心にニッケルに対する規制が始まっている8).

一方,我が国では,日常品に含まれている金属による感

作の機会が多く,ピアスなどの装飾品,腕暗計,金属ボ

タンや留め金などにニッケルが使用されているため接触

性感作が増加している18)自験例では,ステンレス性バー

に対するパッチテスト陽性率は,予想した以上に高く

21%を示した.特に,ニッケル成分に対する陽性率は

19%と圧倒的に多く,続いてマンガン(6 %)コバルト

(4 %)の順であった.ステンレス性バーに含まれてい

る成分の,複数の金属に対して陽性反応を示した症例は

4例であった.これらの患児に対して,陽性金属を含む

ステンレス性バーを用いることは問題であると考え,症

例10を除く9症例でチタン性バーを用いて胸郭形成を

行った.ステンレス性バーに比較して患児の胸郭に合わ

せた加工がやりにくい印象はあるものの,加工後の強度,

胸郭の維持は良好であった.現在,チタン性バー症例の

9例中7例は,術後2年が経過しバー抜去を行った.そ

の経過はバー抜去手術を含めて,問題となった症例はな

かった.しかし,症例8では術者の不注意から,閑創に

使ったステンレス性ステイプラーが原因と思われる全身

の発疹が認められた.抜鈎により速やかに同症状が軽快

したことから,ステンレス性バーを使用せずチタン性バー

を使った胸郭形成は結果的に正しい選択であったと考え

られた.

一方,チタン性バーについては検査試薬がアルミニウ

ムだけであったためか陽性率は低く3 %であった.しか

し,本稿ではチタンやバナジウムに対するパッチテスチ

は施行できなかったため,結論は出せないが,チタンそ

のものは生体親和性が高い物質とされ,バナジウムに対

するアレルギー報告も非常に少ないことから,現在はチ

タン合金性バーが生体材料としては,より優れているも

のと考えられる.自験例では,チタン合金に含まれるア

ルミニウムに対する,パッチテスト陽性症例があり,そ

の症例では純チタン性バーで胸郭形成を行った.しかし,

この純チタン性バーでは,バーを一度曲げてしまうと,

バー自体の強度が落ち,形成胸郭を維持することができ

なかった.むしろ,固い胸郭に押されて,胸腔内に脱落

する危険もあったため,抜去せざるを得なかった.この

ような複数の金属に対するアレルギー陽性症例に対して,

患児の胸郭に合わせたオーダーメイドの純チタン性バー

を提供してもらうことや,抗原性のより低いバーの開発

などが今後の課題と思われる.また,近年,ピアス型イ

ヤリングの増加により,ニッケルアレルギーが若い女性

を中心に更に増加傾向にある17,18)このため,より抗原

性の低い純チタンをコーティングした代替品が使用され

始めて来ている20)しかし,これらがさらに普及すれば,

イオン化しにくいとされるチタンでも,金属チタンアレ

ルギー21)が増加することも予想される.そのため,医療

用に使用できる生体材料にも問題が生じ兼ねない.今後,

これらの重要な金属材料の日常装飾品-の使用について

の制限も指摘されている18)また,年長児や成人に対す

る本症手術の増加等も予想され,とりわけ,ステンレス

性バーを用いる手術では,金属アレルギーの確認のため

のパッチテストは必須であると考えられる.現在, ①ス

テンレス性バー,チタン性バーの選択が可能なこと, ②

胸郭形成後のアレルギー反応は結果的にバー抜去を余儀

なくされ,漏斗胸が再発したこと. ③これが術者のみな

らず,奇麗な胸郭を望んだ患児にも大きなストレスを与

えたことなどから,このような症例を回避するためにも,

適切なバーの選択は重要である.

白験例48例で術前患児の金属アレルギー評価のため

にパッチテストをおこなった.ステンレス性バーに対す

るパッチテスト陽性例はチタン性バーに比較して有意に

高く,使用するバーの選択にパッチテストは有用であっ

た.パッチテスト陽性症例ではチタン性バーにて胸郭形

成を行ったが,術後は全く問題なく経過した.一方,チ

タン合金バーに対するアレルギーは少なく,術前パッチ

テストができない場合や皮膚科専門医の協力が得られな
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い施設では,本症手術で使用するバーは,金属アレルギー

の面から,より生体親和性の高いチタン性バーが良いと
考えられる.また,今後,医療用生体材料を確保するた

め,チタン合金の日常品,装飾品等-の使用制限や新し
い,より安定した金属生体材料の開発が望まれる.
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