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【はじめに】 

従来の膝人工関節置換術(TKA)は 20cm 程度の皮層切

開と広範な関節の展開で行われ、術後は膝関節機能回

復のために4から6週の入院期間が必要とされていた。

小侵襲人工膝関節置換術(MIS-TKA)は皮膚切開を 10

cm程度とし、大腿四頭筋腱切開を必要 小限にするこ

とで、従来よりも膝関節機能の早期回復と入院期間の

短縮が期待されるものである。 

TKA において大腿骨、脛骨および膝蓋骨を適切な角

度で配列をさせる事、即ち良好なアライメントをとる

ことは、術後成績を左右する重要なポイントの1つで

ある。アライメントが不適切な場合はコンポーネント

のゆるみ、術後の膝不安定性、ポリエチレンの摩耗お

よび膝蓋骨の亜脱臼などの問題が生じる危険性が高い。

良好なアライメントは術前計画に基づいた正確な骨切

りによって達成され、従来のTKAと同様にMIS-TKAに

おいても重要である。MIS-TKA では従来の TKA に較べ

て展開が小さくなるため、正確な骨切りと軟部組織の

処置は容易ではなく、高度な技術と経験が要求される。

TKA では大腿骨遠位端の骨切り角度により下肢全体の

アライメントが大きく影響される。一般的に用いられ

る大腿骨遠位骨切りジグは関節面から骨幹部骨軸中心

にドリリングした骨トンネルに挿入される。従来のTK

A手技では大腿骨骨幹端が直視下に確認できるが、MIS

-TKA 手技では術野が狭く不可能である。したがって、

術者はわずかに直視可能な関節内の大腿骨両顆部の形

状と術野に露出している大腿遠位部の外観、すなわち

皮膚上から骨軸を推測しつつドリリングすることにな

る。この様な状況での操作により、MIS-TKAでは大腿骨

遠位骨切りジグの挿入が不正確となることが問題であ

る。また、MIS-TKAで使用される大腿骨遠位骨切りジグ

には骨切り角度固定式のものと可変式のものがある。

骨切り角度固定式ジグは3度から8度まで1度毎に6

種類用意されているが、一度ジグを挿入すると入れ替

えなしには角度調整ができないことが問題である。一

方、角度可変式ジグはジグを挿入したままで角度の調

節が可能であるが、調節可能範囲が限られているため

にドリリングの方向が大きくずれた場合は、調節可能

範囲を逸脱する危険性がある。したがって、いずれの

ジグを用いた場合も、大腿骨のドリリングを骨軸に正

確に一致させるための工夫が必要である。 

本研究の目的は、当院のMIS-TKA における大腿骨骨

切り手技を紹介し、その正確性と臨床成績を評価する

ことである。 

 

【対象と方法】 

2009年3月から8月までの期間に当院で行われたM

IS-TKAは83例であった。そのうちNexGen LPS-flex(Z

immer社製）を施行したのは56例であり、その内デー

タが完備されている54例を対象とした。年齢は平均7

0.7士7.1歳、性別は男性が7例、女性が47例であっ

た。疾患は変形性膝関節症が52例、関節リウマチが2

例で、北大Ｘ線病期分類はⅢ期が5例、Ⅳ期が19例、

Ⅴ期が30例であった。術前計画の作図は正確に撮影さ

れた膝正面、側面そして下肢全長正面Ｘ線写真を使用

した。下肢全長正面Ｘ線写真上で大腿骨骨幹部の近位

と遠位二ヵ所の横径の中点を通る直線（大腿骨正面解

剖軸）が大腿骨遠位端と交差する点を大腿骨正面Ｘ線

写真におけるドリリングの刺入点（大腿骨遠位刺入点）

とした。大腿骨頭の中心から大腿骨遠位刺入点への直

線（大腿骨正面機能軸）を描き、この直線と大腿骨正

面解剖軸とがなす角度が目標とする大腿骨コンポーネ

ントの外反角度となる。大腿骨正面機能軸と直行し、

大腿骨膝蓋溝部の軟骨下骨より2mm 程度近位部を通る

直線を描く。この直線が大腿骨遠位骨切り線となり、

大腿骨遠位骨切りジグの設置面と平行となる。さらに、

大腿骨遠位骨切り線に平行で、かつ内側顆あるいは外

側顆のいずれか切除量の大きい顆部遠位の軟骨下骨に
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接する直線を描いた。この直線は大腿骨遠位骨切りジ

グの設置面と一致するか、あるいは残存軟骨が存在す

ればその厚み分を介して平行となる。また、膝側面Ｘ

線写真上で大腿骨遠位骨幹部の前方骨皮質表面と平行

で大腿骨骨幹部前後径の中点を通る直線（大腿骨側面

解剖軸）を描いた。この直線が大腿骨遠位端と交差す

る点を大腿骨側面刺入点とした。この様にして完成さ

れた作図により大腿骨ドリリングの刺入点、大腿骨遠

位骨切り量および内側顆と外側顆の骨切り量の差が術

前に計画される。 

皮膚切開を7から10cmとし、 小傍膝蓋内側アプロ

ーチで展開を行った。著者らは大腿骨および脛骨の骨

切りをそれぞれ無関係に行うインデペンデントカット

手技、そして骨切りジグの設置を術前計画で決定した

骨切り量と一致させるメジャードリゼクション手技を

採用している。大腿骨膝蓋溝上に Whiteside 線 1)を描

き、大腿骨の回旋軸を規定した。次に大腿骨骨幹部の

内、外側骨皮質に接するようにカテラン針を各 W々hit

eside線に平行に刺入した。2本のカテラン針の皮膚刺

入部の中点(FC 点）にもう 1 本のカテラン針を刺入す

る。FC点は大腿部前面の皮膚上に投影された大腿骨骨

幹部横径の中心となる。著者らはドリリング手技の精

度を補完する目的で、照準器とレファレンスガイドを

作製し使用している（図1)。照準器はドリリングを行

う際にドリルの刺入方向の狙いをつけるためのもので

あり、ドリルドライバー先端の上面中央部に設置する。

レファレンスガイドはクランク状の金属棒であり、そ

の一端を筋層下に挿入し、大腿骨遠位部前面骨皮質上

に設置する。このガイドは大腿骨遠位部骨皮質表面と

平行となる方向を示す。術者は術前計画で決定した大

腿骨遠位刺入点にドリル先を固定し、刺入点、FC点そ

して照準器が同一平面上に位置するようにドリルドラ

イバーを保持する。同時にドリルがレファレンスガイ

ドの遠位部と平行になるように側面から助手が確認し

つつドリリングを行う（図2)。 

次に角度可変式ジグを術前計画で決定された外反角度

に設定し、掘削した骨トンネルに挿人する。そして大

腿骨遠位骨切り量が術前計画と一致しているかどうか

を確認し、必要に応じて角度を調節する。この際、Ｘ

線写真では確認できない軟骨の厚みによる誤差発生を

回避するために、残存軟骨をリュエル等で一部削り、

軟骨の厚さを計測しておく（図3)。 

術後骨切り角度の計測はＸ線透視装置を用いて正確

に撮影し、正面Ｘ線写真における大腿骨コンポーネン

トの内側顆と外側顆の遠位を結ぶ直線に対する垂線と

大腿骨正面解剖軸との角度（正面外反角）と、側面Ｘ

線写真における大腿骨遠位骨切り面に対する垂線と大

腿骨側面解剖軸とのなす角度（側面屈曲角）を計測し

た（図4-a,b)。術前計画で設定した外反角から術後計

測した正面外反角を減じた角度を算出し、これを外反

角誤差として、前額面での骨切り精度を評価した。矢

状面での骨切り精度は術後計測した側面屈曲角から術

前計画での側面屈曲角(0度）を減じ、これを側面屈曲

角誤差として評価した。また、術中に行ったジグの調

節角度をジグ調節量とし、大腿骨遠位骨切りジグ挿人

時の正確性を評価した。さらに、仮にジグ調節を行わ

ずに骨切りを行った場合に生じるであろう誤差を算出

した。これは外反角誤差にジグ調節量を加え、非調節

時誤差とした。外反角誤差と非調節時誤差を比較検討

し、本手技の正確性を検討した。 

臨床成績評価は膝関節可動域(ROM)と日本整形外科

学会 OA 膝治療成績判定甚準(JOA スコア）をそれぞれ

術前と術後1年で比較した。また、平均入院日数を調

査し検討した。統計学的解析は Student's t-test(有

意水準5%)を用いて行なった。 

 

【結 果】 

外反角誤差は0.06±0.76度、側面屈曲角誤差は0.1

9±0.59 度であった。ジグ調節量は0.96±1.67 度で、

ジグの調節可能範囲を逸脱した症例は認められなかっ

たが、調節角度のばらつきは大きかった。非調節時誤

差は1.02±1.63度で、外反角誤差と比較すると有意に

大きかった。 

ROMは術前が117.2±21.8度、術後1年が132.5±1

0.7度で有意に改善していた。JOAスコア(100点満点）

は術前が51.8±10.1点、術後1年が92.9±4.7点で、

有意に改善していた（図5)。入院日数は22.1±2.2日

であった。 

 

【考 察】 

本研究結果から、本論文で紹介した手術手技におけ

る大腿骨前額面および矢状面の骨切り精度は良好であ

り、本手技はMIS-TKA を行う上で極めて有用であると

考えられた。近年、骨切り角度の精度を向上する目的

でコンピューター・ナビゲーションシステム(CN シス

テム）が開発2)され臨床応用されている。CNシステム

とは術中に大腿骨と脛骨に数個の光学マーカーを装着

し、これらを赤外線カメラで読み取り、コンピュータ

ー上で術前に作成された三次元骨モデルとの位置合わ

せを行いモニター上に可視化するシステムである。こ

れを用いたMIS-TKA におけるコンポーネント設置の精

度に関する報告が散見される3-5)。それらの結果と本研

究結果を比較すると、いずれも遜色ないか、あるいは

本研究結果がむしろ優れていた（表）。それはCNシス

テムを用いたMIS-TKA では、術野の狭さ、軟部組織の

影響そしてコンピューターソフトの問題などが回避困
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難な誤差を生じる要因となっているためと考えられる。

さらに、CNシステムのコストパフォーマンスを考え合

わせると、本論文で紹介した手術手技はMIS-TKA を行

う上で極めて有用であると考えられた。 

王寺 6)、浜口 7)は MIS-TKA に使用される角度固定式

の大腿骨遠位骨切りジグは内側顆のみに接触する方式

であるため、外側顆の骨切り量が確認困難で骨切りが

不正確になることがあると報告している。前述のごと

く、著者らは大腿骨のドリリングが大腿骨骨軸に一致

して掘削されるよう、いくつかの工夫を行なった。し

かしながら、本研究結果において非調節時誤差、即ち

もし一度装着したジグの角度を調節しないで骨切りを

行なった場合に生じる誤差は平均 1.02±1.63 度とな

り、理論上は 大4度以上の誤差が生じ得ると推定さ

れる。言い換えると、種々の工夫を施したにもかかわ

らず、大腿骨のドリリングが大腿骨骨軸に一致して掘

削されていないことが少なくないことを示している。

角度固定式ジグを設置した際は骨切り施行前に推定さ

れる骨切り量を正確に評価すべきであり、もし術前計

画通りではなかった場合は適当な角度のジグに交換す

るべきと考えられる。あるいは、大腿骨遠位骨切りに

おいては角度可変式ジグを用い、骨切り量を調節し、

術前計画通りの骨切り角度逹成を目指すべきと考えら

れる。 

臨床成績は JOA スコアで平均 92.9 点と良好であっ

た。また、入院日数は平均22.1日であった。本シリー

ズでの後療法プロトコールでは予定入院期間が3週と

なっており、ほぼ予定通りであった。当院では退院許

可の基準を、患者が自信をもって杖なし歩行が可能で

あること、としているが、 近では大多数の症例にお

いて術後2週にてそれが達成できており、現在では人

院期間を2週間程度としたプロトコールに変更してい

る。以上のごとく、当院におけるTKA は早期回復と良

好な臨床成績が得られていた。本論文において詳述し

た大腿骨骨切り手技の効果は勿論であるが、本論文で

は紹介しなかったその他の手技の工夫や後療法などの

効果も良好な臨床成績に貢献している可能性があると

考えられた。 

 

【結 語】 

当院でのMIS-TKA において正確な大腿骨骨切りを行

うための工夫を紹介し、その精度を検証した。また、

術後1年時の短期臨床成績について報告した。本法に

より簡便かつ正確な大腿骨骨切りが可能であった。本

法の術後ROM、早期臨床成績は良好であった。 
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