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隣接医学の進歩･現状-

人工膝関節関節置換術における軟部組織バランスの評価法

一コンピュータを用いた術中モニターリングー

川久保　　誠

東京歯科大学市川総合病院整形外科

緒　　　　　盲

人工膝関節置換術(以下　　　は変形性膝関節

症(以下OA)や慢性関節リュウマチ(以下RA)に

より,高度の膝関節機能障害をきたした症例に対

して,除痛や機能再建を目的とし施行される｡人

工膝関節が臨床用に市販されて約50年を経過し,

材料,インプラントデザイン,手術器具,そして手

術手技に様々な改良がなされ,貌在に至っている｡

インプラント用として実用化されている人工膝

関節の材料は,コバルト-クロム合金,チタン合

金などの金属やアルミナセラミックが使用されて

いるが,現在でも生体適合性,耐食性,耐衝撃

性,耐摩耗性を増す改良が加えられている｡イン

プラントデザインに関しても　　　年後半から

年台の初期にかけて使用されていた蝶番型の

人工膝関節から非蝶番型の拘東型-,さらに現在

使用されている表面置換塑･半拘束型の人工膝関

節-と改良がなされてきた｡また,人工膝関節自

体の改良だけではなく,手術操作を正確に行なう

ための骨切りガイドなどの手術器貝も進歩し,千

術操作そのものも正確に行なえるようになった｡

このように改良された人工膝関節や骨切りガイ

ドを使用していても,関節の支持と運動を司る軟

部組織の緊張がバランス良く保持されていない

と膝関節には不安定性が残存し,人工月黍関節自

体に過大なストレスが発生して人工膝関節と骨と

の間のインターフェイスに緩み　　　　　　や,

腰骨インサ-トの趨高分子ポリエチレンに摩耗

などの重大な合併症を引き起こす原因と

なる｡特に高度な内反または外反変形のある月黍関

節に対するTKAでは,人工膝関節を至通位置に

設置するためには,欧部組織バランスを正確に取

ることが極めて重要となる｡しかし,この軟部組

織バランスを客観的に評価する方法や,至適な軟

部組織バランスを取るための方法に関するまと

まった研究は少ない｡

われわれは　　　　に際し,術中に圧センサー

を用いてコンビュ-夕上で軟部組織の緊張度をモ

ニターリングすることで,軟郭組織バランスを客

観的に評価する方法を開発した｡本稿では,われ

われが現在行なっている欧部組織バランスの評価

方法を紹介するとともに,その臨床的意義につい

て若干の考察を加えて報菖する｡

対　　　　　象

年4月より　　年7月までにTKAに際し

て,術中に圧センサーを用いて欧郭組織バランス

の評価を行った29関節を対象とした｡男女比は

5 : 24で,手術時平均年麻70歳であった｡原因疾

患は　　　　関節　　　　関節であった｡

方　　　　　法

1.人工膝関節置換術

われわれが使用した人工膝関節は　　　　社

製の　　　　人工藤関節と　　　　社製の

pio人工膝関節の2機種で,その内訳は　　-

Gen人工膝関節24関節　　)io人工膝関節5

関節であった｡

これらの人工月黍関節はいずれも大腿骨コンポー

ネント,腰骨コンポーネント,鷹骨インサート,

62　-



歯科学報

および月黍蓋脅コンポーネントにより構成され,そ

の材料は大腰骨および歴骨コンポーネントはコバ

ルト-クロム合金で,腔骨インサートおよび臆蓋

骨コンポーネントは超高分子ポリエチレンから

成っている(図1)｡

手術は　　　　　　　　の馬区血下で行なう｡関

節を切開した後,大腰骨の骨切り,腔骨の骨切

り,さらに膝蓋骨の骨切りを行なう｡人工膝関節

を目標通りに設置するためには,この骨切りの手

技をfF-確に行なわなくてはならない｡現在市販さ

れている人工膝関節には,手術操作を正確に行な

うための骨切りガイドが付属し,このガイドに

従って骨切りを行なうと,熟練した術者が手術を

行なえば,ほぼ目標通りに骨切りを完成すること

ができる(図2)｡菅切りが終了した時点で,各コ

ンポーネントのサイズを計測し,さまざまなサイ

ズバリエーションの中から(図3),個々の症例に

最も適合したインプラントを選択して,骨切り面

に大腿骨,腔骨および膝蓋骨コンポーネントのト

ライアルを設置する｡ここで軟部組織の緊張度を

評価し,人工膝関節の内･外側で欧部組織のバラ

ンスが均等になる様に,必要に応じて欧部組織の

解離を行なう｡この欧部組織のバランスを取る操

図　　　　　人工膝関節
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作は人工膝関節を正確に設置し,且つ安定性を獲

得させるためにもっとも重要な操作となる｡これ

らの操作がすべて終了した時点でトライアルをは

ずし,実際に設置するインプラントの各コンポー

ネントを骨に固定する｡インプラントの固定には

骨質　　　　　　　に応じて骨セメントの使用

の有無を決定する｡最後に腰骨インサートを鷹骨

コンポーネントの表面'に挿入して手術を終了する

(図4)｡

2.炊部組織バランスの評価法と欧部組織のバラ

ンスの取り万

人T膝関節を正確に設　し,さらに安定性を獲

得するためには軟部組織の緊張度を正確に評価

し,欧部組織に至適のバランスを得ることが極め

て重要である｡われわれは接触圧分布がリアルタ

イムに測定･表示できるニッタ圧力分布測定シス

図2　手術器具
手術操作を正確に行なうための骨切りガイド｡
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図3　人工膝関節のトライアル
様々なサイズバリエーションから最も適合

するサイズを選択する｡
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テム　　　　　を用いて,人工膝関節のトライア

ル設置　後に大腿腔骨関節及び膝蓋大腿関節の接

触圧を測定して,欧部組織バランスの評価を行

なっている｡

は約　　　　と非常に薄いセンサー

シート,専用のインターフェイス,接触圧がリ

アルタイムに表示できるソフトウエア,そして

図4　人工宵黍関節の設置

互換機から構成されている(図5)｡特に

センサーシートは人工月黍関節の形状に合うように

形成られている(図6)｡本システムを使用するこ

とにより,大腿腔骨関節と膝蓋大腿関節の接触圧

と接触面積および荷蓮華心がコンピュータのモニ

ター上にリアルタイムにカラーマップとして表示

される(図7)｡この圧力分布から人工膝関節設置

時の欧部組織バランスを評価した｡

1)内外側の軟部組織バランスに対する評価法

各コンポーネントの骨切りを行なった後,人工

図5　ニッタ圧力分布測定システム(I-

図6　人工膝関節の形状に合わせたセンサーシート
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膝関節のトライアルを設置する｡ここでガス滅菌

したセンサーシートを腰骨インサート上にバイオ

ボンドまたは滅菌した両面テープで固定する｡こ

の腰骨インサートをトライアルの大腿骨コンポー

ネントと腔骨コンポーネントの問に挿入して,藤

蓋骨を整復する(図8)｡ここで膝関節を完全伸展

位から最大度屈曲位までゆっくり屈曲させ,接触

圧の変化を記録する(図9)｡この時,膝関節の屈

曲に伴う接触圧の変化は,カラーマップとしてリ

アルタイムに表示される｡このセンサー上の接触

圧分布から人工関節設置時の内外側の軟部組織バ

ランスを評価する｡すなわち,内･外側の軟部組

織バランスが良好な場合には,接触圧は膝関節の

伸展位から最大屈曲位まで内側と外側の2カ所で

均等に分布し,荷重中心はセンサーのほぼ中央に

位置する｡この接触圧の変化はグラフで表示させ

ることも可能で,軟部組織バランスが内外側で均

等であれば,内側と外側の接触圧は膝関節の屈曲

運動を通して,ほぼ同値で推移する(図10)｡一

方,内外側の軟部組織のバランスが不均等な場合

には接触圧は軟部組織の拘縛が強い側で高値とな

り,荷重中心も拘綿の強い側に偏位する｡

2 )膝蓋大腿関節の適合性に対する評価法

トライアルを設置後,大腿骨コンポーネントの

膝蓋大堪関節面に方形の圧センサーを固定する

(図　　ここで膝蓋骨を整復し,膝関節を他動的

に屈曲させて月黍蓋大腿関節の接触圧を測定する

965

(図12)｡魔蓋大月退関節の適合性が良好な場合に

は,膝蓋骨はセンサ-シートから逸脱することな

く接触面が中枢側から末櫓側に移動する(図13)｡

魔蓋骨の外側支帯の拘糖が強い場合には,膝蓋骨

は外側に偏位する｡

図8　センサーシートを人工膝関節のトライアル
に固定する｡

図9　接触圧の測定

図11センサーシートを大腿骨コンポーネントの膝蓋骨関節面に
固定する｡
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代表的症例

症例: 68歳,女性｡変形性膝関節症による膝関

節機能障害のため　　年7月9日　　　　　人工

膝関節を用いてTKAを施行した(図14)｡人工月黍

関節のトライアル設置置後に　　　　　を用いて

内外側の軟部組織バランスの評価を行なった｡接

触圧は膝関節伸展位から屈曲約700の間では,内

外側ともほぼ均等に分布していた｡しかし,屈曲

をさらに強制すると,接触圧は後内側に偏って分

布した(図　　　｡膝関節の後内側部に欧部組織

の拘縮が存在すると評価し,モニター上の接触圧

の変化を参考に,内側側副靭帯と後内側の関節包

の剥離を行ない,接触圧の分布は膝関節最大屈曲

位まで均等となった(図15-b)｡次に,膝蓋大腿

関節の適合性の評価を行なった｡膝蓋骨は膝関節

伸展位から深屈曲位まで大腿骨コンポーネントの

膝蓋骨滑車面を逸脱することなく,正常の膝蓋骨

のトラッキングを示していたため,臆蓋大腿関節

の適合性は良好であると評価し,膝蓋骨の外側支

背の解離は施行せずに手術を終了した(図16)｡

考　　　　　察

上　人工膝関節置換術の成績に影響を与える手術

手技

膝関節は股関節のような　　　　　　　　　型

の関節と異なり大腿骨は球状,腔骨は平坦な形状

をなし,伸展･屈曲,内反･外反,内旋･外旋な

どの複雑な運動を担う｡特に伸展･屈曲運動は完

全伸展位から正座のできる約1500とその可動域は

極めて大きい反面,各屈曲角度で荷重に耐える十

分な関節安定性も要求される｡この膝関節の複雑

な運動は,解剖学的な骨の形態(大腿骨,腔骨,

膝蓋骨)と,これを支持する欧部組織(筋肉,靭

帯,関節包)の機能に支持されている(図

現在市販されている人千月黍関節は半拘束型また

は非拘束型の人工関節といわれるもので,その形

状は解剖学的な膝関節の形態に近似し,球形の大

腿骨コンポーネントと平坦な腔骨コンポーネント

から構成されているが,人工膝関節の形態に若

干の拘束性を持たせ,正常の膝関節の運動を再

現するとともに安定性も持たせている

｡しかし　　　　に際しては膝関節の

主要靭帯である,前十字靭帯,後｢字靭帯,内側

側副靭帯,外側側副観音という4本の靭帯のう

ち,前十字靭帯,時には後十字靭帯の2本を切除

して手術を行なわなくてはならないため,人工月黍

関節に安定性を得るためには,内･外側側副靭帯

を含めた内外側軟部組織の支持の獲得が極めて重

要となる　　　　　　　　　　　　　図　　　｡

従って,良好な術後成績を長期にわたり維持する

図14　症例
術前Ⅹ-Pと術後Ⅹ-P｡
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図17　膝関節(a)は内側,外側側副靭帯の2本の関節外靭帯と前
十字,後十字靭帯の2本の関節内靭帯で支持されている｡

人工膝関節(b)は内側,外側側副靭帯の2本の靭帯でのみ支
持されている｡

ためには,人工膝関節を解剖学的な位置に正確に

設置する手術操作のみならず,安定性を獲得する

ための軟郭組織バランスを正確にとるための手術

操作も極めて重要となる1)｡

近年　　　　を正確に行なうための骨切りガイ

ドが開発され,人工膝関節を正確に設置できるよ

うになった｡われわれの症例でも,実際に設置さ

れた人工膝関節は,目標設置角度(図18)とはば

同様の角度で設置されており,術前のプランニ

ング通りほぼ正確に骨切りが行なわれている

(表　｡しかし,高度の内反や外反変形のある

症例では,骨切りを正確に行なって人工膝関節を

設置しても,術前から存在している軟部組織の拘

綿などにより,膝関節の内外側で欧部組織の緊張

度が不均等となっているため,解剖学的な至適ア

ラインメントに人工膝関節を設置することが困難

な場合も経験する(図19)｡このような場合には,

軟部組織のバランスを如何に正確に評価でき,至

通の軟部組織バランスを再現できるかが重要な問

題点となる｡われわれは,人工月黍関節設置時の欧

部組織バランスを客観的に評価する新しい方法を

考案し,臨床に応用している｡

67
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2.人工膝関節の欧部組織バランスの評価法

現在使用されている人工膝関節は半拘束型また

は非拘束型の人工関節で,その形状からインプラ

ント自体の　　　　　　　　　　としての安定機

構は比較的少なく,安定性を得るのためには軟部

組織の緊張度に大きく左右される｡従って,人

工膝関節に欧部組織のゆるみが存在すると,人工

藤関節の各コンポーネントに過大なストレスが発

生し,骨と各コンポーネントの間に緩み

や,超高分子ポリエチレンに摩耗

が発生し,長期間にわたる安定した術後成績は望

表1　人工藤関節の設置角度
Ⅹ線計測による人工膝関節の設置角度

大 月退骨 設 置 角 度 目標 角 度

外 反 角 度 7`3 ±3. 1 7

伸 展 角 度 3. 1± 1. 7 0

(n-108)

樫骨 設置角度 目標角度

内反角度 2.2±3.1 0

後傾角度 4.7±4.1 5
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めない｡従って,如何に軟部組織の緊張度を正確

に評価できるか,そしてもし欧部組織のバランス

が不均等な場合には,如何にしてその不均等を矯

正することができるかが術後成績に　接関る重大

な問題点となる｡

従来　　　　時の欧部組織の内外側バランスに

対する評価は,大腿骨と腔骨の骨切り産後に膝伸

展位または90度屈曲位で,骨切り郭にスペ-サー

外反角度7.

凍 …

i欄 ■-

9 0

== B

内 反 角 度 0 .

図18　人工膝関節の目標設置角度

大月退骨コンポーネント　外反角度
伸展角度:　　○
腔骨コンポーネント　内反角度:

後傾角度: 900-D

図19　軟部組織に拘縮のある症例

(a)内側に拘縮がある場合膝関節は内反し,内
側のコンポーネントに応力が集中する｡

(b)外側に拘綿がある場合月黍関節は外反する｡

を挿入して下肢全体のアラインメントを検査する

方法や(図　　人工膝関節のトライアル挿入　後

に術者の徒手検査で軟部組織の緊張度を推察して

行なっていた　｡しかし,これらの方法は必ず

しも客観的な評価法とは言えない｡最近では,チ

ンションメーターなどを使用して,軟部組織のバ

ランスをより客観的に評価する方法が試みられて

いる5)o Lかし,この方法でも月黍伸展位または

900屈曲位の固定した角度でのみしか欧部組織バ

ランスの評価ができず,人工膝関節の可動域であ

る完全伸展位から約1200までのすべての屈曲角度

で軟郭組織バランスを評価することはできない｡

われわれは,軟部組織のバランスをより客観的

に,且つあらゆる屈曲角度で評価が可能となるよ

うに,圧センサーを用いた欧部組織バランスの評

価法を考案した6)oすなわち,人工膝関節に圧セ

ンサーを設置することにより,人工膝関節の運動

に伴う接触圧の変化をリアルタイムでコンピュー

タ上のモニターに表示させることにより,その接

触圧分布から軟都組織の内外側バランスを評価す

る方法である｡本法は人工膝関節のトライアル挿
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図20　欧部組織バランスに対する従来の評価法
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クーを見ながらバランスを決定できるという大き

な利点を有していた｡
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