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〔原　　著〕

膝蓋骨横断面形状は脛骨内反と大腿骨滑車形状と関連性を持つ

長嶺　隆二 1）　　川崎　　展 2）　　勝呂　　徹 3）
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はじめに

矢状面において，膝蓋骨長軸の長さは脛骨顆部
後方回転角度と関連があり，脛骨顆部後方回転
が大きい症例ほど，膝蓋骨長軸の長さは長くな
る 11）．一方，Wiberg の分類に示される横断面の
膝蓋骨形状の規定要素は不明である 15）．また，大
腿骨滑車形状と膝蓋骨形状との関連を示す報告も
なされている 5,8）．本研究の目的は膝蓋骨横断面
形状と脛骨近位での内反および大腿骨滑車形状と
の関連を調査する事である．

方　　法

人工膝関節置換術（TKA）前に膝レントゲン
および CT 撮像を行った 178 症例 184 膝（男性 39
例 39 膝　女性 139 例 145 膝）を対象とした．全
例内側型関節症（OA）である．対象症例の年齢・
身長・体重の平均（±標準偏差）は，それぞれ，
75.1 ± 7.0 歳 , 152.8 ± 7.6 cm, 60.7 ± 11.3kg で
あった．関節面の破壊や骨棘などでレントゲン上
計測が不正確になると判定した症例は除外した．
また，膝屈曲拘縮があり伸展がマイナス 10 度以
上の症例も除外した．レントゲンの撮影条件は膝
正面像では，距離 120cm，320mA，70kV であり，
CT は脛骨骨幹長軸に垂直にスライスを切り 12），
顆部前後径が最大になるスライスを計測に用い
た．

脛骨正面像で脛骨関節面内反角を計測した．本

内反角は，脛骨長軸近位および遠位 1/3 の地点の
骨幹中心を結んだ線（解剖軸）の垂線と内外関節
面中央を結んだ線とのなす角と定義した（図 1）7）．

1）福岡徳洲会病院人工関節・リウマチ外科センター　　2）産業医科大学整形外科　　3）日本人工関節研究所
The configuration of the patella in the transverse plane has correlations with the proximal tibia vara and the configuration of 
the femoral trochlea.
Ryuji Nagamine, et al: Center of Artificial Joint and Rheumatism, Fukuoka Tokushukai Medical Center
Key Words: radiograph, CT, proximal tibia vara, patella, femoral trochlea

図 1　TK 脛骨関節面内反角の定義
脛骨解剖軸（近位および遠位 1/3 の地点の骨幹の中心を結
んだ線）の垂線と脛骨内外関節面中央点を結んだ線とのな
す角
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次に CT 像において，膝蓋骨横断面形状の指標と
して Wiberg index を計測した（図 2A）3）．本指
標は膝蓋骨外側関節面の距離を膝蓋骨の幅で除し
た値である．また，大腿骨滑車の形状の指標とし
て，Trochlea length ratio （TLR）を計測した（図
2B）3）．本指標は滑車外側関節面の距離を内側関
節面の距離で除した値である．Wiberg index，脛
骨内反角および TLR のそれぞれの間の相関を調
査した．

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<0.01 とした．

なお本研究は当院 IRB の承認を得ている．

結　　果

Wiberg index, 脛骨内反角および TLR の平均
（±標準偏差）は，それぞれ，0.59 ± 0.04, 6.9˚ ± 2.6˚ 
および 1.33 ± 0.24 であった．Wiberg index と脛
骨内反角，Wiberg index と TLR，脛骨内反角と
TLR との相関係数は，それぞれ，0.24, 0.40 およ
び 0.14 であり，膝蓋骨横断面形状を示す Wiberg 
index と脛骨内反角および大腿骨滑車形状を示す

図 2　CT 像での２つの指標
A Wiberg indexを示す．膝蓋骨外側関節面の距離を膝蓋骨の幅で除した値
B Trochlea length ratio（TLR）を示す．滑車外側関節面距離を内側関節面距離で除した値

A B

図 3　脛骨内反角と Wiberg index との関連
脛骨関節面の内反が大きいと，Wiberg index は大きくなり，central ridge は内側へ偏位する



135関節の外科　第 48 巻第 3・4 号　2021 年

TLR にはそれぞれ正の相関を認め（図 3, 4），脛
骨内反角と TLR 間の P 値は 0.0628 であり相関を
認めなかった．

考　　察

膝蓋骨は種子骨である事を考慮すると，本研究
の結果より，膝蓋骨の横断面形状は，脛骨近位の
内反と大腿骨滑車形状の両者に影響を受けると考
えられた．膝蓋骨矢状面形状は脛骨顆部後方回転
の影響を受ける事も証明されており 11），膝蓋骨の
形状は大腿骨顆部および脛骨顆部の形状により形

成される事となる．図 5 に示す症例は典型的な内
反膝であるものの，膝蓋骨は Wiberg III 型に近
い形状をしている．図 6 に膝屈曲位での正常アラ
イメントの膝と内反膝との大腿骨滑車の位置の相
違を示しているが，内反膝では滑車が脛骨粗面に
対して内側へ偏位するため，膝蓋骨と大腿骨滑車
外側関節面との接触圧が高くなる可能性がある事
を示唆している．この場合，膝蓋骨関節面にせん
断応力がかかるために central ridge が内側へ偏
位すると考えられる．一方，大腿骨滑車形状にお
いて，TLR で示されるのは外側関節面に対して

図 4　Wiberg index と trochlea length ratio との関連
大腿骨滑車形状と Wiberg index には関連がある

図 5　内反内側型関節症だが，Wiberg III 型に近い膝蓋骨形状をもつ症例
膝正面像では典型的な内側型関節症を示すも膝蓋骨では central ridge が内側に偏位している
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内側関節面が小さいとの結果となるが，従来の報
告にて膝蓋溝最深部は大腿骨上顆軸の中央に位置
するため 12），内側関節面が通常より小さい事が考
えられた．

TKA 時，膝蓋骨の置換，非置換の問題は解決
されておらず，膝蓋大腿関節の問題も TKA 後の
大きな課題とされている 1,2,4,6,9,10,13,14）．本研究結果
より膝蓋骨の形状は脛骨顆部および大腿骨顆部の

図 6　正常アライメントと内反アライメントにおける大腿骨滑車の位置
A 正常アライメントを示す
B 内反アライメントを示す
C 両者をスーパーインポーズした図を示す．内反アライメントでは大腿骨滑車が内側に偏位する

図 7　症例による滑車形状の相違とコンポーネントの滑車形状
A 滑車内側関節面は広く，trochlea length ratio は 1.04
B 滑車内側関節面は小さく，trochlea length ratio は 1.95
C TLR が 1.00 の大腿骨コンポーネントの滑車形状に適合する膝蓋骨コンポーネントの位置は中央寄りとなる
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形状で規定されているため，TKA にて顆部の形
状に変化がある場合などは，置換，非置換の指
標のひとつになると考えられる．大腿骨顆部の
形状に関しては，図 7 に示す如く，7A と 7B の
症例では滑車内側関節の広さが全く異なってお
り，7A と７B の症例の TLR はそれぞれ，1.04
と 1.95 である．本研究結果より 7B の症例の膝蓋
骨では central ridge が内側へ偏位する傾向にあ
る．７B の症例に 7C（帝人ナカシマメディカル
社製 Future knee）に示すデザインを使用した
場合，Future knee の TLR は 1.00 前後であり，
TLR が変わるため，Wiberg index も変更し膝蓋
骨を置換しコンポ―ネントを TLR に適合する位
置に設置する事も膝蓋大腿関節の適合性を高める
方法と考えられる．また，脛骨顆部の形状に関し
ては，脛骨関節面の内反が大きい症例で膝蓋骨
の central ridge が内側へ偏位しており（図 6），
TKA にて脛骨の内反を正常アライメントに矯正
すると，膝蓋骨も置換を行い central ridge を正
常アライメントに適合させることも膝蓋大腿関節
の適合性を高める方法と考えられる．

結　　語

膝蓋骨横断面形状は脛骨近位での内反と大腿骨
滑車形状と関連を持つ．
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