
人工膝関節置換術後の QOL向上を目指した，矢状面に

おける膝関節の解剖学的バリエーションの詳細な検討

長嶺隆 二 川崎 展勝呂 徹



九州IJウマチ 第 12谷(I) 21 ~ 28, 2022. 21 

人工膝関節置換術後の QOL向上を目指した，矢状面に

おける膝関節の解剖学的バリ エーションの詳細な検討

長嶺隆二I) 川崎展2) 勝呂徹3)

I)福岡徳洲会刹院 人工1関節・ リウマチ外科センター

2)旅業医科大学幣）杉外科

3)リツマチ沿療研究19i

要 旨 【 ,~ (Jり】 人 _u膝 I~節附換術 (TKA)は QOL指悦には影響を与えなかったとの報告

もあり， QOLi川上を目指し．よ り詳細な解剖学的バリエーションの検討を行った．

【）j法】5つの研究で延ぺ837症例を澗介した. TKA前に撮影した）膝側而レントゲン像上にて

21個の指標をJI・測し，各指標間でのtlll~l を ltMI :在した．

【結果]JI雙件では剥部が後方回転する事により， 1剌l節而は骨幹に対して後方頼斜を持ち，後方・

遠位へ偏位した.II附廿顆部後方回転は）膝器骨の長さと形状，Insall-Salvatiratio, 腔骨粗面か

らの大腿rヽtr関節而の位t性とfl]関を示した．大腿骨では身長が低い症例において骨幹端は骨幹に

対して屈1lll し， 'i't端は1~t幹端に対して伸展していた．
（考察】矢状面において膝関節にはこれまで知られていない解剖学的パリエーションが存在し，

TKAにおいては各症例で解剖学的パリエーションにより手術手技の変更が必要であると考え

られた．

緒 言

人工膝関節誼換術 (TKA) は．生活の質 (QOL)

の指標には影響を与えなかったとの報告もあるが見

その理由のひとつとして．現在の TKAでは様々な形

状を持つ膝への対応が不十分であった可能性があると

我々は考えている解剖学的パリエーションに関して

はこれまでも多くの報告がなされてきたが． これまで

判明していない解剖学的パリエーショ ンが存在し，こ

れらの解剖学的パリエーショ ンヘの対応がTKA後の

QOL向上に繋がる可能性がある本研究の目的は矢

状面における， これまで判明していない解剖学的パリ

エーションを明確にする事，および． これらの解剖学

的パリエーションのコンポーネント設慣への影響を検

討する事である．

なおこれまでに判明している矢状面の解剖学的パ

リエーションとしては，腔骨顆部自体は関節面の後方

傾斜を持たず，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ち (constitutionalposterior 

rotation), さらに顆部は後方回転が強いほど形状が菱

形に変形する凌形変形：rhomboid transformation) 2l. 

矢状面において最も重要な指標が．腔骨骨幹前方皮質

に沿った線と腔骨顆部前壁に沿った線とのなす角で顆

部後方回転の指標の AngleAWである（図 1)2). 

Key Words : total knee arthroplasty, sagittal plane, anatomic variation, quality of line 
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対象と方法

本論文では， 5つの研究をまとめて報告する研究 I)

2) 4) 5)では TKAを施行した症例を対依としてお

り， 各画（象は TKA前に撮イ依したものを使用した. liJf 

究 3)では膝痛にて当科を受診した症例を対依とした．

研究 1)IJ世!:t解剖軸と機能剌lの評価の研究： 120症例

（男性 23例女性97例） 140膝（男性 26膝女

性 114膝）を対依 とした．対依症例の平均年齢は

75.2歳 (62伐~Dl歳）．平均身長および体重は 152.4

cm (136.5 cm~ 172.8 cm), 60. 7 kg (4 l.3 kg~ 

94.7 kg)であった II附骨側而像において．解剖軸と

機能軸（膝I関節および足,~節の1関節而の中央点を結ん

だ線と定義）のなす角 AngleMAと膝I具l節而上にお

ける両軸の距離Dist.MAを計測した（図 1A, B, C). 

Angle AWとAngleMAおよびDist.MAとの相関

を調査した

研究 2) 大腿骨顆部の位t性の評価の研究：膝屈曲約

90度で膝側面｛魚を撮像した 111症例 111膝（男性 24

膝女性87膝） を対象とした対象症例の平均年齢

は 72.4歳 (42歳~89歳）．平均身長および体堕は

155.0 cm (138.0 cm~ 176.5 cm). 59.2 kg (35.0 kg~ 

97.9 kg)であっ
た．膝屈曲角度を 90度と一定にする

事により. /l頸粗面からの大腿竹顆部の位骰の評価を

可能とした．
• 3) 大腿骨顆部のBlumensaat線の最前方

点を基準点に設定し．
胆骨骨幹前方皮例を基準として，

畔粗而から基準点までの水平距離 Dist.BXと垂直

距離 Dist.BYを計測し．大腿丹骨幹前後径の百分率

で表現した（図 2A). Angle AWとDist.BXおよ

びDsit.BYとの柑関を調査した．

研究3)Insall-Salvat1 ・ratioの評価の研究： 313症

例313膝（男性68膝女性245膝）を対象とした．

対象症例の平均年齢は 74.2歳 (42歳~91歳）．平均

身長および体重は 153.5cm (136.5 cm~ 176.5 cm), 

60.2 kg (34.7 kg~97.9 kg)であった従来の報告に

従って•ll, 膝蓋骨長軸の長さ（図 3A, B)と膝蓋腱の
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図 1 矢状面における腔竹の指襟

A Angle AW: R座付顆部後方回転の指標

B Angle MA: 機能軸と解剖軸のなす角

C Dist. MA: H'l!1'1llll節面上の機能軸と解剖軸の距離
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図 2 矢状面における大腿竹の指揉

A Dist. BX: 腔竹粗面から Blumensaat線最前方点までの水平距離

Dist. BY: 腔骨粗而から Blumensaat線最前方点までの垂直距離

B Angle M: 大腿1'.t 1'瑾Iiり方皮質と)~t,n: 端前方皮質とのなす角

Angle B: 大腿骨骨幹端前方皮買と Blumensaat線とのなす角
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B
 図3 矢状面における膝蓋骨の指標

A 長軸と短軸を示す．短軸は関節面遠位端と前方皮質近位端を結ぷ線

B長方形では長軸と短軸が一致し．菱形変形が起こると長軸が相対的

に長くなる

長さを計測し．大腿骨骨幹前後径の百分率で表現した

Angle AWと膝蓋骨長軸の長さ．膝蓋腱の長さおよ

び Jnsall-Salvatiratioとの相関を調査した．

研究4)膝蓋骨形状の評価の研究：111症例 111膝（男

性 24膝女性87膝）を対象とした対象症例の平均

年齢は 72.4歳 (42歳~89歳），平均身長および体重

Ii 155.0 cm (138.0 cm~ 176.5 cm), 59.2 kg (35.0 

kg~97.9 kg)であった．膝蓋骨形状の評価のため，

長軸に加えて，短軸（関節面遠位端と前方皮質近位端

を結んだ線）を計測し，長軸の長さを短軸の長さで除
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した長短軸比を算出した膝蓋骨側面形状が完全なる

長方形であれば長短軸比は 1.0となり菱形が強くな

れば長短軸比は小さ くなる（図 3B). 長軸の長さと

長短軸比の相関を調査した．

研究 5) 大腿骨矢状面アライメ ントの評価の研究 ：

182症例 182膝（男性 39膝．女性 143膝）を対象とし，

大腿骨骨幹端の屈曲の程度を調査した．対象症例の平

均年齢は 75.0歳 (57歳~91歳），平均身長および体

重は 152.5cm (136.5 cm~  176.1 cm). 61.3 kg (35.5 kg 

~94.7 kg)であった大腿骨遠位骨幹前方皮質に沿っ

た線と骨幹端前方皮質に沿った線のなす角を Angle

M と設定し．骨幹に対する骨幹端の屈曲角度を示す

指標とした．顆部の矢状面指標として Blumensaat線

を引き骨幹端前方皮質と Blumensaat線とのなす角

をAngleBと設定し．骨幹端に対する骨端の屈曲角

度を示す指標とした（図 2B). Angle M とAngleB 

との相関を調査した

なお，全ての新しい指標の計測再現性は 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， 著者の 1人が40膝にて

計測を行った次に著者3人が40膝にて計測を行っ

たその結果新しい指標である．研究 1のAngle

MAとDist.MA, 研究 2のDist.BXとDist.BY, 

研究4の膝蓋骨短軸の長さ，研究 5のAngleM と

Angle Bの intra-observeragreementsおよびinter-

observer agreementsは．それぞれ.0.92 (p <0.01). 

Angle MA 

0.91 (p <0.01), 0.99 (p <0.01) I 0.95 (p <0.01), 0.94 

(p <0.01), 0.94 (p <0.01)および0.93(p <0.01)と，

0.91 (p <0.01). 0.92 (p <0.01). 0.97 (p <0.01). 0.98 

(p <0.01). 0.91 (p <0.01). 0.92 (p <0.01)および

0.96 (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，ー0.4~-0.7:中程度の負の相関，ー0.7~-1: 強い

負の相関があると定義した統計ソ フトは JMP14.2 

(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

研究 1)Angle AW, Angle MAおよびDist.MA  

の平均および標準偏差は， 15.1°士6.7°. 2.8° 士1.1゚お

よび 15.0士4.6mmであり， AngleAWと Angle

MAおよびDist.MAとの相関係数は，0.43(図 4)

と0.63(図 5)であった

研究2)Angle AW, Dist. BXおよび Dist.BYの

平均および標準偏差は， 15.8°土6.4°. 107.6士15.3お

よび 184.3土14.4であり，AngleAWとDist.BXお

よびDist.BYとの相関係数は， 0.35と-0.41(固 6)

であった

研究3)Angle AW, 膝蓋骨長軸の長さ，膝蓋腱の長

50 , . I • 
I • ..••• ,.¥. ・ぶな注噸き応!~．． 

0゚ ..- ← ● ―.  - • 

-s・ 
o・ s・ 10・ 15° 20・ 

図 4 Angle AWとAngleMAとの関連

r=0.43 

2s・10・ 

Angle AW 

脱骨顆部後方回転が大きいと解剖軸と機能軸のなす角度が大きく なる
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図5 Angle AWとDist.MAとの1関連

腔骨顆部後方回転が大きいと解剖軸と機能軸のずれが大きくなる
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図6 Angle AWとDist.BYとの関連

腔骨顆部後方回転が大きいと大腿骨顆部は遠位へ偏位する

さ，およびInsall-Salvatiratioの平均および標準偏

差は， 15.5° 土6.6°,141.9土10.4,141. 7土15.2および

1.0土0.1であり， AngleAWと膝蓋骨上軸の長さ，

膝蓋腱の長さおよびInsall-Salvatiratioとの相関件

数は， 0.22,-0. 17 および—0.28 であった

研究 4)膝蓋骨長軸と短軸の長さ，および長短軸比の

平均および標準偏差は， 141.9士10.4,100.6士9.1およ

び1.4土0.1であり，膝蓋骨長軸の長さと長短軸比と

の相関係数は， 0.33であった．

研究5)Angle M とAngleBの平均および標準偏差

は.3.2゚土2.0゚と 32.5゚土5.1゚ であり．両者間の相関係

数は 0.34であった

結果をまとめると．腔骨顆部後方回転が大きくなる

と，腔骨関節面は後方・遠位へ偏位するが．大腿骨顆

部も後方 ・遠位へ偏位し．機能軸は後方へ傾き解剖軸

とのずれは大きくなり（図 7)'また，膝蓋骨長軸は

長くなり， Insall-Salvatiratioは小さくなった大

腿骨は骨幹端が骨幹に対して平均 3度程度屈曲してお

り．骨幹端が屈曲すると骨端は骨幹端に対して伸展し

た．
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＇ 
A B 

図 7 腔竹頼部後方回転の程度の相述による機能軸と解剖軸とのずれ

A 腔骨顆部後方回転が少ない症例では磯能紬と解剖紬はほぽ一致する

B 腔廿顆部後方回転が大きい症例では機能軸と解剖軸のずれは大きい

考 察

前額面における解剖学的バリエーショ ンは以前より

報告されており5)-9), 大腿骨コンボーネントおよび腔

骨コンポーネントの設四方法の留意点も明らかとなっ

ている7)8). 前額面アライメントや腔骨の内捻10)に関

しては一般的に内側型変形性膝関節症で問題になる

が．矢状面アライメ ントは関節リウマチ症例を含む全

ての症例に共通の問題点となる．本研究結果と．これ

までの先行研究結果との比較によると2>7>9>,Angle 

AWを含めた全ての矢状面における指標は前額面ア

ライメントの指標とは全く相関を認めず，矢状面アラ

イメ ントと前額面アライメン トとの関連は全く認めな

かったまた．腔骨顆部の形状は年齢との相関は認め

ず．いわゆる constitutionalであり叫腔骨顆部後方

回転は大腿骨顆部および膝蓋骨の位牲を決定し，膝の

矢状面アライメントに大きな影響を与えていた．

TKAにおける矢状面アライメ ン トを考えた場合，

大腿骨コンポーネントにおいては．大腿骨骨幹での前

弯に加えて11), 特に小柄な症例では大腿骨骨幹端での

屈曲状況を考慮に入れる必要がある．髄内ロ ッドの刺

A
 

B
 図 8 大腿廿竹幹端が屈曲している症例のコ ンポーネント

のアライメ ント

A 竹幹に対して骨幹端が屈曲しているのが確認で

きる

B骨幹端前方皮質に垂i貞にコ ンポーネン トを設柑

すると，コ ンボーネン ト間では過f1111*位となる
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入位屈と角度． さらコ ンポーネントの設置目標をどこ

にとるかで矢状面アライメントが全く異なってくる

図8の症例では大腿骨コンボーネン トを骨幹端前方皮

質に垂直に挿入したが．骨幹端の屈曲があるため膝を

伸展位に，すなわち大腿骨骨幹と腔骨骨幹の角度を屈

曲0度にした場合コ ンボーネント間では過伸展位に

なっている事が確認できる腔骨コンボーネントも腔

骨顆部後方回転が強い場合．関節面も後方へ偏位し．

解剖軸と機能軸とのずれも大きくなり，設附目標をど

こにとるかで矢状面アライメン トが全く異なってく

る．膝蓋骨においては，沿換 ・非屈換の議論が続いて

いるが12)13>, 本研究結果によると膝蓋骨は腔骨顆部後

方回転が大きい場合にせん断応力が強い可能性がある

ため，我々は骰換した方が安全であると考えている

今後の課題として，腔骨顆部後方傾斜が膝蓋大腿関

節圧に与える影響の検討，腔骨顆部後方傾斜を考慮し

た腔骨コンポーネント至適後方傾斜の検討．大腿骨顆

部屈曲症例における大腿骨コンポーネント至適アライ

メン トの検討後十字靭帯の温存の有無の検討．過伸

展に対応可能なコンボーネントデザイ ンの検討．ナピ

ゲーション使用時のデータの変更方法の確立などがあ

げられる現在の TKAにおいて様々な問題が未解決

であり，これらの問題を解決する事が TKA後の満足

度の向上や QOL向上に繋がる可能性があると考えら

れる14)15). 

結 論

膝矢状面アライメントは腔骨顆部後方回転により大

きく影響を受ける．
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Detailed Analysis of Anatomic Variations of the Knee in the 
Sagittal Plane for the Improvement of Quality of Life after Total 
Knee A rthroplasty 

NAGAMINE RY, KA WASAJ(J M.2> & SUGURO T.3> 

Center of Artificial Joint and Rheumatism, 
邸 kuokaTokushuhai Medical CenterD 
Department of Orthopaedics, School of Medicine, 
University of Occupational and Environmental Health2> 
Research Institute of Rheumatology Medical Treatment3> 

Purpose: A detailed analysis of the knee in the sagittal plane was performed to improve 
quality of life after total knee arthroplasty. 

Method: A total of 837 cases were analyzed in 5 studies. On lateral view radiographs of 
the knee taken before total knee arthroplasty, 21 parameters were measured, and 
correlations between parameters were assessed. 

Results: The tibial articular surface had a posterior slope relative to the tibial shaft and 
shifted posteriorly by posterior rotation of the tibial condyle. This posterior rotation was 
correlated with patellar length and configuration, the Insall-Salvati ratio, and the location 
of the femoral condyle. In the distal femur, the metaphysis was flexed relative to the 
diaphysis in some smaller patients. 

Discussion: There are many anatomic variations of the knee in the sagittal plane. These 
variations should be taken into account during total knee arthroplasty, and operative 
techniques should be modified accordingly. 
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