
　Bellemans が前額面における脛骨顆部の形状
に関して constitutional varus という概念を提
唱して以来1），正常膝においても脛骨関節面の
内反は認識されるようになった。日本人におい
ては，脛骨関節面の内反に関節面の内側偏位が
伴うことも判明している2—5）。脛骨顆部の形状

に関して，矢状面においても，我々は，脛骨顆
部自体は関節面の後方傾斜をもたず，脛骨顆部
の後方回転で，脛骨骨幹に対して関節面の後方
傾斜が形成されることを証明し，前額面と全く
同様の形態であることから，constitutional pos-
terior rotation という概念を提唱してきた6,7）。
constitutional varus や constitutional posterior 
rotation は Hueter-Volkmann’s law にて説明が
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目的：大腿骨骨幹の前弯角外弯角および脛骨関節面内反角後傾角に影響を与える因子の探索を行った。
対象と方法：TKA を行った 124 膝において，術前の大腿骨および脛骨の形状と，症例の年齢・体形と
の相関をみた。110 膝では骨代謝因子の検討も行った。
結果：年齢・身長・体重・BMI・％YAM・BAP・TRACP-5b・前弯角・外弯角・内反角・後傾角の平
均は，それぞれ，75.2 歳，151.7 cm，60.6 kg，26.2，76.4％，15.1μg／L，425.9 mU／dL，10.1°，1.6°，
7.7°，9.4°であった。大腿骨前弯角および外弯角に対する年齢・身長・体重・BMI・％YAM・BAP・
TRACP-5b の相関係数は，0.15，－0.18，－0.15，－0.07，－0.20，0.02，0.18 と，0.23，－0.25，－0.18， 
－0.06，－0.25，0.20，0.28 であった。弱いながら，高齢化，小柄，骨粗しょう症と大腿骨骨幹弯曲との
間に相関を認めた。一方，脛骨はすべての因子と相関を認めなかった。
考察：脛骨関節面形状は，成長期終了までに完成する。一方，大腿骨骨幹弯曲は加齢・体形・骨代謝の
影響を受けた。脛骨の constitutional に対して，with age と表現できる形態変化を認めた。
結語：加齢により小柄となり骨粗しょう症にて大腿骨は弯曲するが，脛骨形状はこれらの影響を受けない。



可能であり，骨の成長が終了するまでに，成長
線において負荷がかかった部位の骨の成長が阻
害され，負荷の少ない部位の成長が大きくなる
ために発生するとされている（図1）1）。一方，
大腿骨では顆部の形状のバリエーションより骨
幹部での外弯や前弯が大きいことが報告されて
いるが2），constitutional か否かなど，その形状
に影響を与える因子は不明である。本研究の目
的は，脛骨関節面形状および大腿骨骨幹弯曲に
与える因子を特定することである。

　人工膝関節置換術（TKA）を施行した 109 症
例 124 膝（男性 17 例 19 膝，女性 92 例 105 膝）
を対象とした。症例の平均年齢は 75.2 歳，全例
内側型関節症（OA）であり，大腿骨に対する
脛骨の回旋異常が存在する可能性があるため，
外側型 OA や膝蓋大腿関節 OA は含まれていな

い。また，X線上で計測が不正確になるような，
骨欠損や関節面破壊がある症例も除外した。術
前に，大腿骨の前後像・側面像および脛骨の前
後像・側面像を撮影した。撮影条件は，大腿骨
側では 120 cm，320 mA，70 kV にてデジタル
画像を撮影した。正面像では，膝蓋骨が中央に
位置することを原則とし，側面像では回旋角度
を厳密に一定にするため，大腿骨内外後方顆部
のずれは 2 mm 以内のみを計測対象とした。脛
骨側では正面および側面像にて，120 cm，200 
mA，50 kV とした。撮影したデジタル画像は，
取り込まれたコンピュータ（東芝）上でそのま
ま計測を行った。大腿骨では前後像および側面
像ともに，近位および遠位骨幹中心線を引き，
前後像で外弯角，側面像で前弯角を計測した。
脛骨では前後像において骨幹中心線の垂線に対
する関節面の内反角，側面像においては骨幹前
壁に沿った線の垂線に対する内側中央 1／3 部分
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図 1　Hueter-Volkmann’s lawによる脛骨関節面の内反と後傾
関節面の内反は内側偏位を，後傾は後方偏位を伴う



の後傾角を計測した。本論文中において，4 つ
の指標は，それぞれ，前弯角・外弯角・内反角・
後傾角として表記を行っている（図2）。
　これらの 4 つの角度に影響を与える可能性の
ある因子として，7 つの因子を計測した。体格
の因子として，年齢，身長，体重，BMI を計測
した。また，骨代謝の指標として，DEXA によ
る大腿骨における骨密度を測定し，％YAM

（young adult mean）を因子として用いた。同
時に血液検査を行い，破骨細胞および骨芽細胞
の指標として，TRACP-5b（骨型酒石酸抵抗性
酸性フォスファターゼ）および BAP（骨型アル
カリフォスファターゼ）を調べ，4 つの角度と
の相関を調査した。14 症例では骨粗しょう症の
検 査 の 同 意 を 得 ら れ ず， ％YAM，BAP，
TRACP-5b は 110 膝で解析を行った。
　各指標の計測における再現性であるが，大腿
骨の前弯角や外弯角，および脛骨の内反角は以
前より多くの文献で使用されている一般的に使
用されている角度であり，計測における再現性

は認められている5,8,9）。脛骨後傾角は矢状面に
おける脛骨骨幹前壁に対する後傾角と脛骨骨幹
中心線に対する後傾角がこれまで文献的に使用
されてきているが，前壁に対する後傾角の再現
性も認められている6）。統計は単回帰分析を用
い，相関係数 1～0.7：強い正の相関，0.7～0.4：
中程度の正の相関，0.4～0.2：弱い正の相関，
0.2～－0.2：相関なし，－0.2～－0.4：弱い負の
相関，－0.4～－0.7：中程度の負の相関，－0.7～ 
－1：強い負の相関があると定義した。統計ソフ
トは JMP 14.2（SAS Institute Inc，Cary，NC，
USA）を用い，有意水準は P≤0.05 とした。
　なお，本研究は当院 IRB の承認を得ている。

　対象症例の身長・体重・BMI の平均および標
準偏差は，それぞれ，151.7±6.8 cm，60.6±10.7 
kg，26.2±3.6 であり，年齢に対する相関係数
は，それぞれ，－0.50（P≤0.01），－0.43（P≤
0.01），－0.23（P＝0.01）と中程度，中程度，お
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図 2　計測した 4つの角度
大腿骨骨幹の前弯角と外弯角および脛骨関節面の内反角と後傾角

外弯角 前弯角

内反角 後傾角



よび弱い負の相関を認め，TKA を受けた症例
は，高齢な症例ほど，身長は低く体重は軽く，
小柄になる傾向を認めた。％YAM，BAP，
TRACP-5b の平均および標準偏差は，それぞ
れ，76.4±16.0％，15.1±6.2μg／L，425.9±159.8 
mU／dL であり，年齢に対する相関係数は，そ
れぞれ，－0.44（P≤0.01），0.12（P＝0.21），0.23

（P＝0.018）と中程度の負の相関，相関なし，お
よび弱い正の相関を認め，高齢な症例ほど，骨
密度は低く，TRACP-5b が高い傾向を認めた。
　前弯角・外弯角・内反角・後傾角の平均およ
び標準偏差は，それぞれ，10.1°±3.1°，1.6°±
3.4°，7.7°±2.9°，9.4°±3.3°であり，年齢・身
長・体重・BMI との相関は表に示す如くであっ
た。結果として，脛骨の内反および後傾ともに
症例の年齢や体格と全く相関を認めず，一方で
大腿骨外弯角は年齢と正の，身長と負の弱い相
関を認め，高齢な症例ほど，外弯する傾向を認
めた。一方，骨代謝の結果も，前弯角・外弯角・
内反角・後傾角と，％YAM，BAP，TRACP-5b
との相関を表に示す。結果として，脛骨の内反
および後傾ともに骨代謝の指標と全く相関を認
めず，一方で大腿骨前弯角および外弯角は％
YAM と弱い負の相関を，また，外弯角は BAP
およびTRACP-5bと弱い正の相関を認めた。骨
代謝が高回転だと大腿骨の前弯外弯が大きくな
る傾向を認めた。
　また，前弯角と後傾角および外弯角と内反角
の相関係数は，どちらも 0.03 であり，大腿骨骨
幹と脛骨関節面の形状には前額面および矢状面
とも相関は全く認められなかった。内反角と後
傾角の相関係数は 0.17 であり，脛骨関節面の前

額面と矢状面では相関は認めないとの結果と
なった。一方，前弯角と外弯角の相関係数は
0.26（P≤0.01）であり，大腿骨の前額面と矢状
面の形状で弱い正の相関を認めた。
　結果をまとめると，前額面において大腿骨外
弯と脛骨内反に相関は認めず，矢状面において
も大腿骨前弯と脛骨後傾に相関は認めなかっ
た。加齢とともに患者は身長が低く体重が軽く
なり，大腿骨の前弯と外弯は小柄になるほど大
きくなった。

　本研究の結果より，脛骨内反と後傾は年齢・
体型・骨代謝のいずれの因子とも相関を認め
ず，この結果は，constitutional という概念を支
持するものである。すなわち，Hueter-Volk-
mann’s law に従うと1），成長期終了までに脛骨
の内側および後方に圧がかかり成長板での成長
障害が起こり，外側および前方での成長に伴
い，顆部が内反および後方回転し，関節面は内
反および後傾をもつ。したがって，関節面の内
反は内側偏位を，後傾は後方偏位を伴う（図
1）4—6）。一方，大腿骨においては，特に外弯は高
齢になればなるほど，その角度が大きくなり，
また，骨代謝の影響を受けていた。大腿骨が小
さくて骨代謝が高回転な場合，骨の remodeling
が早くなり，弯曲が進むとも考えられる。年齢
によって弯曲の程度が大きくなっていくため，
脛骨のconstitutionalに対して，大腿骨骨幹の形
状はwith ageと表現できる結果となった。本研
究結果の各指標間の相関係数は低値であり，相
関は弱いものであったが，Shimosawa らは大腿
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表　4つの角度と 7つの因子との相関係数

脛骨内反角 脛骨後傾角 大腿骨前弯角 大腿骨外弯角

年齢 　0.05（P＝0.58） 　0.11（P＝0.24） 　0.15（P＝0.093） 　0.23（P＝0.01）
身長 －0.13（P＝0.17） 　0.09（P＝0.32） －0.18（P＝0.045） －0.25（P＜0.01）
体重 －0.08（P＝0.39） 　0.02（P＝0.84） －0.15（P＝0.086） －0.18（P＝0.049）
BMI －0.03（P＝0.76） －0.03（P＝0.75） －0.07（P＝0.43） －0.06（P＝0.55）
YAM －0.060（P＝0.53） 　0.09（P＝0.37） －0.20（P＝0.040） －0.25（P＜0.01）
BAP －0.06（P＝0.53） 　0.03（P＝0.75） 　0.02（P＝0.85） 　0.20（P＝0.040）

TRACP-5b 　0.12（P＝0.23） 　0.17（P＝0.071） 　0.18（P＝0.065） 　0.28（P＜0.01）



骨外弯角が年齢と正の相関，骨密度と負の相関
をもつことを報告しており10），本研究も一致し
た傾向を示した。
　大腿骨において弯曲角が年齢とともに変化す
る可能性があるため，TKA において大腿骨コ
ンポーネントを単純に機能軸を全面的には参考
にすべきではないと考えられる。大腿骨骨幹の
前弯や外弯がある場合に機能軸に垂直に大腿骨
遠位を骨切りすると様々な問題を引き起こすこ
とは報告されてきたが11,12），さらに経年的にも
弯曲が進行する可能性があるためである。
TKA 後に弯曲が進行するか否かは全く不明で
あり，今後の研究が必要である。
　また，本研究の対象症例は変形性膝関節症症
例であったが，36.8％の症例で，％YAM が 70％
未満であった。特に女性症例では全例に骨粗
しょう症の検査を行うべきである。少なくとも
TKA 後の大腿骨骨幹の弯曲の進行を可能な限
り予防することはアライメントの変化を抑える
ために不可欠であると考える。また，大腿骨前
弯が進行した場合，股関節や脊椎のアライメン
トにも変化が起こってくる可能性がある。
TKA 後においても，脊椎のアライメントの確
認も必要であろう。

　脛骨関節面形状は，年齢・体型・骨代謝と相
関を認めなかったが，大腿骨骨幹は，高齢にな
り，小柄になり，骨代謝が高回転であると，弯
曲の程度が大きかった。
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