
高齢者の膝のお話



変形性膝関節症とは

膝の軟骨がすり減り、膝に痛みが起こってくる
病気です

年だから，変形性膝関節症になるのではあり
ません!!!!

体重増加や怪我，使い過ぎなどにより変形性
膝関節症になるのです

変形性膝関節症は病気であり，年齢に関係な
く，治療出来ます



膝関節は４つの骨から構成されています

脛骨

大腿骨

膝蓋骨

腓骨



変形性膝関節症

一次性；体質や生活様式により起こる

閉経後の肥満した女性

長時間労働 重労働 過度のスポーツ

歩行の仕方 骨の形態

二次性；他の疾患の後に発症

外傷（じん帯損傷、半月板損傷、骨折）

代謝性疾患、その他

もともと，Ｏ脚やＸ脚



骨の形の違い

男性と女性
ホルモンの違い
歩幅の違い

日本人と欧米人
○脚とＸ脚

高齢者と若年者
生活習慣の違い

膝が悪くなる骨の形があります



変形性膝関節症の症状

膝の硬ばる感じ
立ち上がり時の痛み
膝が伸ばしにくい
長時間歩行後の痛み

初 期

進行期 立ち上がれない、歩行困難
膝の曲げ伸ばしの制限
膝がグラグラする

４０歳代でも起こる可能性



グレード１

変形性膝関節症の進行度（立位レントゲン像）

軟骨はレントゲンには映りませんが
大腿骨と脛骨の隙間として描出されます
内側と外側ともに隙間がきれいに残って
いるのがグレード１です



変形性膝関節症の進行度（立位レントゲン像）

内側もしくは外側の隙間が半分になった
状態です．
軟骨は半分，摩耗した事を意味します．
グレード2までであれば，手術をしない保
存的治療がより有効です

グレード２



変形性膝関節症の進行度（立位レントゲン像）

グレード３

内側もしくは外側の隙間がなくなった状
態です
軟骨は摩耗してなくなり，大腿骨と脛骨が
直接擦れてかなりの痛みを伴います



変形性膝関節症の進行度（立位レントゲン像）

グレード4

内側もしくは外側の骨が破壊されてきま
す
膝の変形も強くなり，動揺性も顕著となり，
歩行困難となってきます



軟骨は神経がないので弱く
なったり、壊れても、通常は
痛みを感じません

軟骨下骨の神経が露出し
て痛みの原因となります。
露出しなくても、刺激が軟
骨を通り越して届くと痛み
が出現します

関節軟骨の構造



加齢に伴い骨も変形します



変形性膝関節症 グレード1と2に対する治療



変形性膝関節症の治療

保存的；症状が軽い症例

運動療法、温熱療法

理学療法（特に大腿四頭筋訓練）

薬物注入（ステロイド、ヒアルロン酸）

装具（足底板）

消炎鎮痛剤



体重コントロールも、とても大事です

歩行時、体重の3倍の重さが膝にかかる

50㎏の方が、一日、5000歩、歩く場合

1歩 50㎏ X 3 = 150kg

10歩 150㎏ X 10 = 1.5トン

100歩 150㎏ X 100 = 15トン

1000歩 150㎏ X 1000 = 150トン

5000歩 150㎏ X 5000 = 750トン



足底板



O脚の進行予防に足底板

正常膝では体重
が通る線が膝の
中央を通過します

O膝では体重が通る
線が膝の内側を通
過します

足底板を使用すると
体重が通る線が外
側へ移動します

内側の負担が軽くな
ります

歩く時は，右足と左
足の幅を広くして，
ややつま先を広げま
しょう



ステロイド ヒアルロン酸

数か月以上は投与間隔を
あける

通常、週１回、５週間投与
間隔をあければ継続可能



変形性膝関節症に対するヒアルロン酸

潤滑油の働きをします

炎症を抑える効果も認められています

注射は，適切にすれば，痛みは最小限に抑え
る事が可能です



膝サポーター

膝の動揺性を抑え、
関節包の神経の刺激を
減少させます



大腿四頭筋訓練

５秒間X２０回

を左右交互に

（０～１kg負荷）

毎日行ないま
しょう！

膝の動揺性を抑え、
関節包の神経の刺激を減少させます



変形性膝関節症 グレード3と4に対する治療



変形性膝関節症の手術療法

高位脛骨骨切り術

人工膝関節置換術

関節鏡



内側と外側の
半月板

後十字靭帯

前十字靭帯

膝関節内の解剖

半月板が損傷した場合関節鏡視下に切除します



半月板と神経の位置

正常膝

神経

半月板

大腿骨

脛骨

半月板には、神経も血管もあり
ません。神経は、主に関節包付
着部辺りに存在しています
半月板は、弾力性があり、固く、
しっかりとしています
関節液もあり、関節軟骨も滑ら
かであるため、大腿骨が回転し
ても、半月板は引っかかる事は
ありません



半月板と神経の位置

変形性関節症

半月板は変性し、関節軟骨も変
性、関節液も減少しているため、
容易に半月板は引っかかり、内
側へ引っ張られます
その時、神経も引っ張られて、
痛みを引き起こします

神経

半月板

大腿骨

脛骨



半月板と神経の位置

治療 部分切除

半月板の一部を切除する事によ
り、半月板が引っかからなくなり、
神経も、引っ張られないため、痛
みが減少、消失します
また、今後、関節症の進行が予
想される場合には、部分切除を
同様に施行します

神経

半月板

大腿骨

脛骨



人工膝関節置換術

大腿骨
コンポーネント

脛骨
コンポーネント

脛骨
ポリエチレン
インサート

関節





「感染のない破壊された膝」に対しては非常に有効
です

破壊の程度は手術の問題にはなりません
年齢も手術自体の問題にはなりません

痛みが取れます
足（下肢）の形がきれいになります
反対側への負担が減ります

関節の機能が改善し、日常動作が改善されます

人工膝関節置換術の効果



変形性膝関節症

年だから，変形性膝関節症になるのではあり
ません!!!!

変形性膝関節症は病気であり，年齢に関係な
く，治療出来ます

治療には
保存的治療（足底板，ヒアルロン酸，リハビリなど）
手術療法（関節鏡，骨切り，人工関節）
があります
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