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〔原　　著〕

脛骨顆部後方回転と人工膝関節置換術後の

矢状面アライメントとの関連

長嶺　隆二 1）　　川崎　　展 2）　　勝呂　　徹 3）
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はじめに

関節面を含む脛骨顆部の形状は成長期までに形
成され 2,7,10,11），矢状面においては，顆部の後方回
転により関節面は骨幹に対して後方傾斜を持つ

（constitutional posterior rotation）11）．脛骨関節
面も後方へ偏位するため，大腿骨顆部および膝蓋
骨の位置も偏位すると考えられるが，その詳細は
不明である．

本研究の目的は人工膝関節置換術（TKA）前
後において，脛骨顆部後方回転と脛骨関節面と大
腿骨関節面（TKA 後ではコンポーネント）およ
び膝蓋骨の偏位との関連を調査する事である．

方　　法

TKA を施行した 86 症例 100 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，74.8 ± 7.6 歳 , 153.4 ± 8.1 cm, 60.0 ± 11.3kg
であった．TKA 前後に膝屈曲約 90 度にて撮影
した膝側面レントゲン像を解析した．膝屈曲角度
を 90 度に統一することにより脛骨に対する大腿
骨および膝蓋骨の位置の評価を可能とした 1）．膝
屈曲角度の平均（±標準偏差）は TKA 前後で，
90.8˚ ± 7.3˚ と 91.1˚ ± 6.9˚ であり，TKA 前後で
有為な差はなかった．また，本研究で調査した全
ての計測結果と屈曲角度には相関を認めず，屈曲

角度の影響は認めなかった．解剖学的バリエー
ションの影響を除外するために外側型関節症や膝
蓋大腿関節症は除外した 9）．関節面の破壊や骨棘
にて，また，大腿骨内外側後方顆部の輪郭のずれ
が 2mm より大きいなど，レントゲン上計測が不
正確になると判定した症例も除外した．撮影条件
であるが，距離は 120cm，条件は 320mA，70kV
であった．

各画像上で，脛骨骨幹前方皮質に沿った線を基
準線として，脛骨顆部前壁とのなす角度（Angle 
AW）を計測した（図 1A）．次に TKA 前の画像
では，脛骨粗面から脛骨関節面最前方点（顆部
前壁と内側関節面中央 3 分の１に沿った線との交
点）および大腿骨関節面までの距離を計測した（脛
骨距離と大腿骨距離）（図 1B, C）．TKA 後の画
像では，脛骨粗面から脛骨および大腿骨コンポー
ネントまでの距離を計測した（図 1B, C）．また，
基準線に対する膝蓋腱および膝蓋骨長軸とのなす
角度を TKA 前後で計測した．

計測後，Angle AW と脛骨・大腿骨関節面まで
の距離および膝蓋腱・膝蓋骨角度との相関を計算
し，脛骨顆部後方回転と矢状面アライメントとの
関連を調査した．

レントゲン計測の脛骨および大腿骨関節面距
離の再現性は，intraclass correlation coefficients 
を用いて確認を行った．まず，従来からの報
告にのっとり，演者の１人が 40 膝にて計測を
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行った．次に演者 3 人が 40 膝にて計測を行っ
た．その結果，脛骨距離と大腿骨距離の intra-
observer agreements は 0.98 （p<0.01） および 0.98 

（p<0.01）であり，inter-observer agreementsは0.97 
（p<0.01） および 0.98 （p<0.01）であった．

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

TKA 前の Angle AW，脛骨距離，大腿骨距離，
膝蓋腱角度および膝蓋骨角度の平均（±標準偏差）
は，それぞれ，15.0˚ ± 5.8˚, 10.3 ± 3.3mm, 22.5 
± 5.4mm, 5.0˚ ± 5 .2˚ および 14.9˚ ± 6.1˚ であ
り，TKA 後では，それぞれ，18.6˚ ± 6.1˚, 10.8 ± 

2.8mm, 22.0 ± 4.4mm, 1.7˚ ± 3.7˚ および 20.7˚ ± 
5.3˚ であった．TKA 前の，Angle AW と脛骨距
離，大腿骨距離，膝蓋腱角度および膝蓋骨角度と
の相関係数は，それぞれ，0.73, 0.50, 0.39 および 0.36
であり（図 2，3，4，5），TKA 後では，それぞれ，0.69, 
0.52, 0.31 および 0.33 であった．Angle AW, 脛骨
距離，大腿骨距離，膝蓋腱角度および膝蓋骨角度
の，TKA 前後での相関係数は，それぞれ，0.58, 0.51, 
0.41, 0.21 および 0.26 であった．一方で TKA 前後
での各指標の相違を調査する為の t test の p 値は，
それぞれ，<0.001, 0.13, 0.32, <0.001 および <0.001
であった．

結果をまとめると，TKA 前後において，脛骨
顆部後方回転が大きいと，脛骨関節面と大腿骨関
節面（コンポーネント）および膝蓋骨は後方へ偏
位した．TKA 前と比較し TKA 後では脛骨顆部
後方回転角度は有意に大きくなり，また，膝蓋腱
屈曲角度は有意に小さくなり，膝蓋骨屈曲角度は
有意に大きくなった．一方で TKA 前後において
脛骨粗面から関節面（コンポーネント）までの距

図 1　TKA 前後の膝側面像における計測方法
A Angle AW：脛骨骨幹前方皮質と脛骨顆部前壁とのなす角
B 脛骨距離：脛骨粗面から脛骨関節面（コンポーネント）最前方点までの距離
C 大腿骨距離：脛骨粗面から大腿骨関節面（コンポーネント）までの距離
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離には変化を認めなかった．

考　　察

本研究の第一の目的は大腿骨顆部や膝蓋骨の

位置の評価である．したがって，膝屈曲約 90 度
で撮像を行った側面像で計測を行った．その結
果，TKA 前において，脛骨顆部後方回転が大き
くなるほど，脛骨関節面は後方へ偏位し，同時に

図 2　TKA 前の Angle AW と脛骨距離との関連
脛骨顆部後方回転が大きいと脛骨関節面は後方へ偏位する

図 3　TKA 前の Angle AW と大腿骨距離との関連
脛骨顆部後方回転が大きいと大腿骨関節面は後方へ偏位する

図 4　TKA 前の Angle AW と膝蓋腱角度との関連
脛骨顆部後方回転が大きいと膝蓋腱の屈曲角度が増大し，
その結果，膝蓋骨は後方へ偏位する
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大腿骨関節面も後方へ偏位，さらに膝蓋骨も後方
へ偏位し屈曲角度も大きくなった（図 6）．TKA
後でもその傾向は変わらず，脛骨粗面から脛骨お
よび大腿骨コンポーネントまでの距離も変化がな
かった．本現象は脛骨顆部後方回転が大きい症
例でも TKA でコンポーネントの位置を変化させ
る事が困難である事を示唆している．Angle AW
は TKA 後に有意に大きくなったが，脛骨の回
旋角度の変化によるものと考えられる 12）．また，
TKA 前において膝蓋腱および膝蓋骨の屈曲角度
が有意に変化し，膝蓋大腿関節における接触位置
および接触圧が異なる事が示唆された 13）．

TKA 後の症例の５～ 40% 程度はその結果に満

足できないと報告されている 3,4,5,6,8）．脛骨顆部後
方回転は，脛骨粗面からの脛骨および大腿骨コン
ポーネントの位置や膝蓋骨の位置および屈曲角度
を含めた膝のアライメントに影響を与え，さらに，
キネマティクスにも影響を与えると考えられる．
今後これらの骨形態バリエーションを考慮に入れ
た解析が必要である．

結　　語

TKA 前後において，脛骨顆部後方回転が大き
いと脛骨・大腿骨関節面（コンポーネント）およ
び膝蓋骨は後方へ偏位する．

図 5　TKA 前の Angle AW と膝蓋骨角度との関連
脛骨顆部後方回転が大きいと膝蓋骨はより屈曲する

図 6　TKA 前の脛骨顆部後方回転が大きい症例と小さい症例の比較
A 脛骨顆部後方回転が大きい症例
B 脛骨顆部後方回転が小さい症例
C 両症例の輪郭をスーパーインポーズすると，脛骨関節面・大腿骨
 関節面および膝蓋骨の位置の相違が明らかである
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