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tissue. lliistologically,tllistissuewasidentifiedasfibrocatlilage. H()wever,sincesuch

repairoffibrocallilagcisthoughttotで struetul-allyaJldbiomcehanicallyweakerthaninnate

hyalin eeallilage. Thisisthe l･easonwhypainreliefcaused by Bombelli'sosteotomywas

tohe reducedwithrhcpassageoftime.

Keywords:Ⅰ丸Illtrlli'svalgusextension(xsteotomy,cSteOallllrCk;is of t._he hipjoint,indiLlati()n

Bomklli外反伸展骨切り術,変形性股関節症,適応

Ⅰ. は じ め に

適残性亜脱臼障害に起関する二次性変形性股関節症 (以

下 変股症)は青壮年斯に臨床上股関節痛と可動域の制

限を生じ治療の対象となる場合が多し､.育壮年期の進行

糊ないし末期変股症例に対する観血的治療を選択する際

iこ,新潟入学整形外科学教室では効果LT)永続性に問題が

ある人工股関節置換術ではなく生来の関節を温存する治

療法を第一一選択としている.この方針のもとiこ内転位X

線像で股関節Lf)適合性が改善する症例に対 し.1971年

から PatlWelsLT)外反骨切Il術を施FiJL良好な成績を得

てきた1). しかし,進行斯,末期蛮股症で比較的可動域

が保たれていても Pauwelsの骨切り術の適応となil〕な

い例がli二庄することも事実であー･lた.1980年以降はこ

の外反骨切り術の適応を拡人するF:-1的で Bombelliの

理論を導入し2､,彼の外反伸展骨切り術 (以下,Bomtl111i

手術)を施行してきた.Ⅰうonlt1111i手術は capitaldrop

を支点上しで首頭回転中心を内万化させる日朝寺に外側

関節裂暇を拡大し骨頭外側部L/T)f洞守を軽減させるこ上

外側関節包を緊張させ ro()rost.eophytetT)1軌にを促進

しそLT)結果臼蓋側(I)荷重面債を拡大させるこ上 骨頭回

転中心の内万化が股関節外転筋群 の leverarrn を延長

L骨頭しっ外上方への脱臼力を 減 少 さ せ る こ と が 特 徴とさ

れている2､.これ吊r')手術操 作 に 上 i)股 関 節 〔T)荷 盛条件

が改善 し,関節構造L･')modeling が 生 L-適 合 性が改善

すると言われている.Ⅰミomk lli2-LT)報 !L!..･によ才'tは920｡

に除痛が得1､一IlておEl.諸家:い~】'1､i,1)報吾でも柊痛の軽

減が得とl)Ilるとされている.本研究は Iiornbelli手術

を施行 した症例について,臨床像およびX線像の変化を

分析 し BomklliL')理論に基づく外反骨切り術CT)適応

拡大cI')是非!-_Bomklli手術iこおける効果の限界に--I,

いて検討 した.

ⅠⅠ. 対 象 と 方 法

A. 対 象

1. 症例の概要

1980年より1988年4月までに施行 した Bomklli手

術のうち術後2年以___1二経過 した症例を調査対象とした_

症例数は女性66例72関節.男性2例2関節の計68例74関

節であ一､た.手術時年齢は2二i歳か｢)59歳平均 46.7歳で,

･iH明りの内訳では20歳代が7関節.ニー0歳代が22関節,Ilo

歳代が25関節,50歳代が20関節であった.術後経過耕間

は最長9年8カ月,平均 5年2カ月であった.Eヨ軽会変

腹症判定基準による病細別では進行期例21関節,末期例

53関節であった.

2. 手術適応と手術手技

a. 手術適応

Capitaldropを有 し.内転位のX線像で股関節の適

合性が改善 しなくても,外側の関節裂隙が関大 し.麻酔

~Fに屈曲60度内転15度以上の可動域を有する症例とした.

1984年以降は日蓋し')骨頭被覆度が60%未満の症例19関

節iこ対 し Spit･/,y-,ト川_J変法13､iこよる口蓋形成術を同時

施行した.

b. 手術手技

Bomtx.lliLTIJ京法に準じ,外反角度は20度･-･35度,悼

展角度はO度-2O度で施行Lた.1相調定材料は全例 ^()

の130度 doubleangledhipplateを使用した,余剰

に大転子L')骨切.'･)を行ない. 末 的 骨 片 の 外 方 移 動 お よ び

腸腰筋躍Jl切離を加えた.大転 畑 土骨 切 り 部 に 外 反 骨 切

縫着することを原則とLたが5関 節 で は 締 結 刑 鋼 線 ま た

は螺子にて同定 した.

B. 調 査 方 法

1. 臨床像の評価

a. u-本整形外科学会変殴症判定基準 (1十F,【J軽会

基準~);こ従い.曙橋.歩行､日常生活動作.可動域の各

項目と総合点数を術前および調査時で評価した.臨床成

績は捧痛点数で評価 L.40点を優.30点を良,20点を可,

10点以下を不可とした.倭,良を良好群,可,不可を不

良群と大別 した.

b. Trelldelellburg徴候の有無を術前および調査時

に評価 した.
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C.

Fjg.1 X線計測値

a,A:骨燕胞満径 tミ:cat)itLlldr()p基部の幅

b.C:内側部 r):荷重都 F,:外側部

C.ド.･･LG:骨頭較常盤

d.ri:目蓋怯斜角 Ⅰー:SoLIrCil線

2.X線像の評価

蓋および骨頭の変化の各項目と総合 点 数 を 術前および調

査時で評価した.

b. X線計測

1) 目蓋側の要素

a) Ro()∫()st.e(lpllte

Roofosteophyteが術前に比べて調査時に 5mm 山

上伸張 した例を roofosteophl,tCが形成されたと判定

した.

b) 目蓋傾斜角1-ll(Fig.トdHl

目蓋荷重部骨硬化像 LSourci1線)(T)両端を結んだ線

(l二体軸と直行する線とのなす角を計測した.

2) 大腿骨頭側の要素

こl) 骨蕪胸

骨燕胞の部位と横径 (Fig.1-aA)を術前および調

査時で測定 した.部位はX線正面像で内側部.荷重取

るものは全て荷重部とした.

b) Capita.1dr()p

術南棟 Lり X線像で capitaldropLJl)基部の幅 (Fig.1-a

B)を計 測 し た.

ぐ) 大転子

大転了-Ll･り癒合状態を検討した.

31) 目蓋と大腿骨頭の関係を示す要素

骨頭被覆度 (以下,AFiい LFig.1て F,/G)を計測算

出した.

3.臨床像および Ⅹ検便の評価に基づく検討事

項

を加えた.平均値の差の検定は Studentトー.estにより

行ない, 半定量的段階評価である臨床成績は Ridit分

析により検定 した.臨抹成績とX線計測値との関係は x2

検定により検定した.
a. 術前と調恵時との臨床像の変化

b. 術前と調査時とのX線像の変化

C. 術 後経過年数iこよる臨床像,X線像の変化

d. 臼蓋形成術r祁キ施行の有無による臨床像叫関係

e. 臨床成績とX線計測値との関係

l) 術前の AHl,臼蓋傾斜角と臨床成績の関係

A川 は600ol,目蓋傾斜角は3O度を基準として症例を

4群に//7枚L臨床成績とLT)関係を検討した.症例は臼蓋

形成術同時施行例を除いた55関節を対象とした.

2) 術前の CapitaldropLT)大きさと臨床成績の開陳

CapitilldT･OPの基部C')幅 5nlm を基準iこ症例を分蛾

し臨床成鱗との関係を検討した.

3) 術前の骨藤娘の横径と臨床成顔の関係

骨嚢胞L7)隣径 IOmlllと 2Omm を基準に症例を分煩

し臨床成癖との関係を検討した.

f. 大転子癒合と Trendelenburg徴候の関係

g.対側股関節と臨席像の関係

対側股関節の病期により正常から初期股関節症群,進

行期,末期股関節症群に分類し臨床像を比較検討した.

4.関節鏡所見の評価
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本調査症例中7関節に,術後内固定材料を除去する際.

股関節鏡検査151-18､を施行 し骨頭関節面を観察 した.

鏡視は井手吊こより報告された17118､前方および側方偉

人路で行った.さらに3関節で鐘視下に生検を施行 し骨

頭関節面の修復状態を組織学的に検討 した.

ⅠⅠⅠ. 結 果

A.術前.調査時の臨床像

臨床像CT)総合点は,術前平均51.3点かL､-調査時平均73.0

点 LFig.2㌦と有意に改善 していた (p<0.011.総合

点LT)改善21.7点LJJl･-1t')1客席L･71改善が 18.3点と最も大き

く,有意に改善度が高か--_,た しp<0.01).本手術によ

る臨床成績LT_)改善は人部分が除痛効果iこ因ることが点数

上から明らかであった曲他の項目は術前と調査時で大き

な変化を認めなかった血糖をこ可動域をこついては田整会基

準では屈曲90度来満願渡以上で9点が与えられるため点

数上の差として現れなかったが,窯際上の屈曲角度は術

前83度かr_)調査時71度と逆iこ低下していた.

臨床成績は優2Ll関節.良和関節.可丁関節∴不可3関

(1:1.Obトであった.不良群10関節の年代別発生時度は20

歳代O関節 (oQ｡),3O歳代2関節 し9P｡),A:lO歳代5関

LTj- =･;

術前 粥 窓時

米線橡

(日整合変鱈症判定基準)

術 前 訴登時
臨床像

Fig.2 臨床像.X線像の変化

Tablel 臨床成績とX線像とLT)対比

巨萱 良好騨 不良騨術前 調査時 術 前 調査時

関節嚢瞭 17.5点 32.8点 22.4点 18.7点

骨構造の変化 7.9 12.8 7.5 7.5

日義および骨頭の変化 6.4 9.3 6.9 6.9

(日軽索変股症等rj澄基準)

節 (20%),50歳代3関節 (159,b')であった.不良群〔･')

発生精度は4()歳台で有意に高率であった (p<().01).

術前全例に認めiT:-れた Trendelenburg徴候は調査時に

は14関節で消失 していた.

B. 術前,調査時の X線像

X線像の総合点は術前平均 32,6点から調査時平均 51.7

有意差を認めた (p<O.()5上 前項で述べた臨床成績(-7つ

分頬のリ､.,良好群に属する全例で術直後iこ拡大した関節

裂隙が調査時にも保たれており,チ(′TlX線像cT);言明l侶)17,5

点かl､)32.8点に改善号 ていた. 一方,不良群では関節

の評価点数も22.4点かt､)18.7点しそこ逆に悪化していた

LTahtt11).

Roofosteophyleは口蓋形成術同時施行例を除 く55

関節･1-79関節 (17%)に形成されてし､た.

流転予は64関節 (86%)で骨癒合が得られたが,その

･>)tJ15関節は(鋸立で癒合していた.大転子骨接合術施行

例では食倒をこ骨癒合が得られていた書
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Fig.3 経過年数iこ よ る 臨 昧 像 LT)変 化

A群 B群 C群 D鮮

A群 術後経過2年以上4年未満群
B群 締後皐糞過4年以上6年釆満騨
C濃等を賢妻後経過6年以上8年未満群
D欝 前後葉栗過8年以上10年未満群

Fig.4 経過年数による臨床成績の変化
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C.術後経過年数と臨床像の関係

調査時の術後経過年数により4群に分校 し, 2年以上

4年未満経過群をA群,4年以上6年未満群をB群, 6

年以上8年未満群をC群,8年以上10年未満群をr)群と

した.臨床像は^群74.5点.B群 72.3点,C群 70.2

点,I)群67.()点と経過年数の長い症例ほど点数の低下

がムLL-,Ilた (Fig.31.各群ことの臨床成績を LFig.4)

に示す.不良群の発生数および発生率はA群32関節(])･')

i',2関節 (6∴i,06)に,13群21関節のうち4関節 (19.006)

に,C群15関節(/7');描,2関節 LlこL'1961に.r)群6関

29歳女性

Bombellil千】蓋杵柏に術術後

生率は13.C.D群がA群に比 して存意に高率 (p<O.05)

Bomtxllli手術単独施行例55関節のうち6年以上経過

例21関節の2年経過時と6年経適時L7)臨床成績を比較検

討すると2午経適時健であった11関節は6年経過時に健

2関節,良7関節,可2関節に分概され _l7年経過時良

であー･､た1()関節は6年経過時健 1関節,良7関節,可2

関節に/JI概された.柊痛点数(:'liF均点ぼ2年経過時 35.2

点かZ､)29.5点に低 卜し有意差を認めた Lp<0.0ll.

Fig.5 関節鏡所見

a.b.骨頭関節面は線維他組織(一十ご被覆されている
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1勺壬群lO関節の柊痛点数が20点1:1卜と在った時点を術

後経過年数別にムるL･L_3年経適時 1関節,･1年経過時 2

関節､ 5年経過時 3関節, 6年経過時 2関節であ･--_,た.

他の2関節は術後全荷重矩行時より2()点以下であー-､た.

D. 臼蓋形成術同時施行による臨床成績

口蓋形成術同時施行群19関節は全例良好群に分取 さjIt

優 9関節,良10関節であ--,た.臨床像 も術前51.7点か

l､'調査時 75∴主査に有意;こ改善 していた LpくO.Ol).潤

査時移植骨片が吸収されていた例はなく,AHJは術前5･･･1.5

00から調査時 86.7Q/Oに増加 し充分な骨頭被覆が得られ

ていた.

H. 臨床成績と X 線計測値との関係

1. A王iIおよび目蓋傾斜角と臨床成績

不良群は AHIがGOOo未満かつ口蓋傾斜角30度未満群

節ll)･'lナ〕;l関節 廿1001.6000土工l:13川窪未満群23関節L-ド)

:-'1')3関節 し13Oo~1､6し10止ま1--鳥川窪1､人上群17関節ハ ･-1も

2関節 し12001に認め:)れた.不良群しり発生率くよAH16O

?b未満か--jH蓋傾斜角30度11し上二C')群が有意に高率でか -1

た (pく0.05),術前 AトH が6OOb未満か--:,r･1蓋傾斜角

が罰慶以上であることは臨床成験を悪化させる因子であっ

た. こLJl群の ･')や,不良群4関節L･丁)柊痛点数が2O点以 卜上

在-､た時期はLl隼艶適時 1関節. 5年･経過時 3関節で恭一,

た.

1'. CLIPitこlldl･OPCT)大 きさと臨床成績

不良群は 5111nl未満群 3関節し7)･>)i■)1)関節 (67001

に.5mmllJJ∴群71関節のうち8関節 (119(ilに認好,i､-

わた.不良群発生率は 5mm 未満群が有意に高か-､た

しpく0.05).Capitaldr岬 の幅が 5mm 未満であるこ

とは臨床成轟を悪化させる因子であった曲5mm 未満群

の不良群 2関節は各凍3年経過時ヲ4年経過時に療病点

数が20感以下となった.

3申 術前の骨頭側骨嚢胞の部位および大きさと臨床成

績

骨頭側骨嚢胞は術前56関節に存在 した,部位別では荷

重部ハムr)1関節.外側部Lr).ん12閲節,荷患部.外側部に

Fig.6 骨頭F糊節面組織陳

il.表層に線維性組織(■■)がム1､-才t線維芽細胞い )が散在する.

b.線維性組織下に胞体を有する線維軟骨細胞(-)層がある.
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わたる例13関節であった.骨燕胞の構径 10mm 未満群

は46関節,10mm 以上 20mm 未満群は7関節,20mm

以ーl二群3関節であった.調査時iこ骨喪胞が消失 した例は

31関節で全て IOmm 未満群であ-:,た.部位と大きさの

関係は 10mm 以 上 20mm 未満群をニト外側部に6関節,

荷重郭,外側部にわたる例 1関節であり,2(1111111l上上

群3関節甘全て荷鹿部,外側部にわたる例であ･-/,た,節

良群は 10mm 未満群に8関節 (17001,20mm l_二十l二群

に2関節 (679.~1生 していた.2(1111m 廿 .上二群は不良群

の発生率が高 く (pく0.051臨床成績を悪化させる因子

であ--,た.2()mm 以上群しっ･-)ち不良群 2関節はいボIIL

も全荷重歩行時より曙橋点数が2(1点以下であった.

F. Trendelent)urg徴候と大転子癒合の関係

大転子高位癒合例15関節および癒 合不全例9関節はい

ず,11も TrendelenbuI･g徴候が残存 してし､た.大転子癒

合が得吊lた50関節中36関節 (720.)で Tlでndelenburg

徴候が残存していた.

G. 対側股関節と臨床像の関係

村側股関節が正常かよ､〕初期.日朝関節症に分概された群は

･,18関節で調査時Lr)臨沫像は72.7点で:そ㍉･r).進行朋, 求

期に分類された群は1)6関節で臨扶像は.73.(工なでか .､た.

両群に存意差甘悠く対側股関節州投関節症病朋は成績に

関榛が左か-1た.

H.股関節鏡の所見および骨頭関節面の組織所

見

~1.関節鏡所見

fiomtxllli手術施行後7関節L'､)鐘視所見では全例骨頭

荷遊郭および外側部は観骨滞骨の露豊を認めず,いずれ

も白色LT)線維性組織で被覆されていた.またその表面は

不整で fibrillatiollを伴っていた LFig.51が.弾力

性に富ふ,旺迫によ叫沌凹 してもゆ1くりと復元する現

象が観察 された.

2.組織所見

上記関節鏡所見で肉眼的iこ白色cT)線維性組織とLJTLられ

る部位の組織所見では線維性組織の他に円形の胞休を有

する軟骨様細胞が散在 していた.これl̀_'の軟骨様細胞は

~i王常関節軟骨 としてLT)組織構造を有 しておi､ニーザ線維性軟

骨組織であ--)たしFig.6).

IV. 考 察

I)auwelsは外反骨切り術が有効な(ナ吊封雪転位で関節

適合性が改善する例でifT'･''),改善しない例は成績が劣る

と報告 した.そ頼こ対 し Ⅰうomtx311i2＼･は術直後iこ関節不

適合があー.-.,ても骨切り術後骨棟の成長が刺激され後にな･･,

て関節適合性が改善されると報告 している.また,I30m-

1..,滑液は緩衝液上して水圧機構に似た働きをして.骨

i晩 目蓋,関節包に対する旺迫力を分散させ.C;1Piti･ltdrop

が支点上皮叫関節製榛羊,,ift=:持 してい対称こ関節面に軟骨

組織の再盤が生しる上述べている.本調査でも臨昧 卜除

痛が得1､-)わた良W･群では関節梨椋し7)関大が維持さ.11てお

不良群では,術後閑人した関節裂隙が経時的に狭小化 し

棒痛の再発が認められており,著者はその成綬不良となっ

た原因を究明 L i_i)ombelli手術しり適応と限界について

以 下(.I)ように考察 した.

A. 臥)mbelliの理論導入による外反骨切 り術の

適応拡大の是非

Iv')omtxllli2L､は変形性殴関節症を形態学的をこ上外側型,

求心型.内側型.~~F内側型し')･,1群に分頓 し,病的状態に

対する関節t明 -:働 ‡抑()反応に､.し･')こItrOPhic.nol¶1()11･Ol)hic.

hypertrophirハ 3群iT/JIJ頓 した.ニnlJ〉較をも日 こ彼

外側部､.で関節裂略がiTt]'失する 卜外側型LllJ~)股関節症で,柄

的状態に対す引関節し叫 二物′芋的反応が こItrOil.)hilllI,I)しゝ

で左く.麻酔 下に柚裾iOl窪.内転15度程度ハ可動域を付

する例圭述べてし､肴.師甘大学整形外科学教室ではこハ

屈曲60度ttl二L･L_した前述L')適応~㌣本手術を施行 した_

t3omtで11i手術施行例は関節LT)力学的安定が得r一打

臨床面て･は平均 5年コカT3Ll)術後経過期間で8600に梓橋

手術によ明哲[-'わた除痛効果しり継続期間に関 し,Santore

zt,19､は11年経過観察を行った35関節の･H'.)7700に有効

であると述べており,山添Ll)10､は5年以上経過観察 し

た15関節のうち800わで臨床像が2O点以上改善 したと述べ

ている.著者の調査でも6年以上経過観察 した21関節の

うち凱%をこ除痛効果が得られておりほを蜜同様の結果であっ

た.こオ‖王Ti11be1-g己r､〕20-LT)LoI･entZ.hJ･lcMul･l･ay式

i-)780d~に除痛効果を得た記述と差がないことかi､'1㌔)mtrlli

LT)理論を導入し適応LT)拡大を図-､たこと.'･こ誤 りはなか一一､

と､'臨床成績をよi)r;i-]1二させるたLh･f)には拡大した適応を限

定する必要があると考えられた.

Fl. 成績不良因子の検討

関節裂隙が消失 し調査時不良群であー_,た例IO関節LT)ち

ち原因が明確でない2関節を除 く8関節は結果の項で示
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b

ITig.7 53歳,女性.Capitaldropが小さい症例
a.術前 基部が 3nlm L'､)capitaldropを有する.

b.術後1カ月 関節裂隙の関大が不充分.

C.術後3年 関節裂隙が狭小化し変形症性変化が進展した.

した臨床成績を悪化させる田子のうち,い 術前の capital

dropの幅が 5mm 未満.21術前の Afilが6OQ｡未満

か-つ日義傾斜角が30度上しL.31術前荷重部に 20mm

lt上二の骨頭側骨喪胞があることの3因子のいずれかを有

する例であった.不良群発盤の誘因と考えられる3因子

について1十日こ検討を行一-i.

1. CとIPitこ11drop

Capitこlldr()pは術後支点となり外側関節裂隙の関大

を維持 し骨頭削tj腫沖 心を内万化させ. 外側 leverarm

を延長させる役割を肯する. しかし,幅が 5111111未満

の発育不良例では外反 しても支点となり得ないため骨頭

回転中心が内万化せ∵門間大した関節裂隙を維持できない

叶ig.71.CapitこildropJl 基 部 (叫 師 ミ5111m未満LT)莱

発達例は寒手術の適応とならないと考 えられる.

2. AHIと目蓋傾斜角

AHlは日義7T･≠成不全の程度を示す要素で:i;'り､ Ⅰ̂･････IT

が郁%未満であることは骨頭径が 46mm かつ球形と仮

定すれば CE角が10度未満に相当ずるさ術後骨頭回転

中心が内万化することを考慮 しても CE角の改善は不

押 し出す脱臼力と密接な閏榛を有する.

Bomk11i21iこよる正常股関節の力学的分析によれば

股関節にかかる荷重 (R)に釣i)合う力 (Rl)は口蓋を

垂i自二に圧迫する分力 (P)と骨頭を目蓋内万に押 し付け

る分力 (Q)tに分けlTlかるが,目蓋が急峻である場合に

は骨頭を上外方へ押 し出す脱臼力 LS)が生 じる LFig.

8).このSは仁]豊幌斜角がこ如度1T/_L上(~り場合iこ顕著となる.

以 _l:･.nことかl■-)AHlが6()96滴かつ目蓋傾斜角が30度以

上の症例は経過中骨頭が.忠.外方-逸脱する傾向を生 し経

年的に関節裂隙n狭小化をきたす可能性がある (Fig.91.

しかし roorosteophyteの形成が認めt'/'れる場合i･こは

二次的に AHIが増加し,目蓋傾斜角が減少するため力

学的な安定が得られ骨頭の逸脱が避けられると考えられ

る.術後の roofosteophyteL7)形威に-p~ついては伊藤打 1､

♂)1300か机上_L添t110､の670｡′まで諸家LT)報苧i･i･こより差が

盛であり若年層では低いと報告 し,平井ら慧りぼ臼遼橡

斜角が人きい例では関節包に極端に大きな牽引力が作用

すrl:-ためrFHLを促さないとしている.本調査では rool▲

ostH-P小tei:7澗3,戒は1806'に認めi､)Jhたに過 ぎず術後に

形成される二王を期待するには不確実である.著者は AHl

が60%未満かつ日豊傾斜角が30度以上の日義形成不全の
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R:立脚中期の股関節にかかる合 力

R.:Rに対 する反合力 (釣 り合 い力)

P :Rlの分力,荷重面 と垂直な力

S :Rlの分力,荷重面 と平行 な力

∴(γ:臼玉傾 斜角

L:SourciIk.栄

Fig.8 日蓋傾斜角と脱臼力Sの関繰

程度が強い例では不確実な ro()fosteophyleの形成を

期待せずに臼蓋形成術を同時施行すべきであると考えて

いる.

I3omklliは目蓋形成不全が強い例に対する臼蓋形成

術として Chiari骨盤骨切 り術を同時施行 している2)那,

Chiar.i骨盤骨切 り術は進行期,末期の亜脱臼性股関節

くいこと,j士年期例では仙腸関節部痛を生 じ易いことか

ら著者は臼蓋形成術の術式として目蓋上外縁に移植骨Li~

を挿入する Spit7.y-片山蜜法131による臼蓋形成術が適

応となると考えている.

3. 骨嚢胞

2OITlm 以上の骨頭側骨燕胞を有する例は経過中iこ骨

頑が骨喪胞のi自二_l二で!-‡三浪し関節適合性が悪化する可能性

を有 していた LFig.10).こくJM二t･:濃の原因として骨嚢

胞を有する骨頭の構造上t･')脆弱性,骨頭に対する荷重方

向の変化の他に手術推作に｡-Lる血管損傷を原因とした骨

溺の血行障寮などが考えられる.著者は骨切り後をこ生じ

性に骨頭荷重部での骨吸収が先行し,もともと_骨柄造が

脆弱な骨喪胞cJltf夏._l二で骨朗(-I)圧潰を生じるし7)ではないか

反により骨燕胞が荷重部よりも外側に移動する例では,

b

Fig.9 41嵐 女性,目蓋形成不全が高度な症例

a.術前 目蓋傾斜称l()皮,骨頭被覆5606.

b.術後 1れ目

C.術後Il年 骨頭の外上方移動を生 L.た.
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b

Fig.10 51鼠 女性.骨頭内骨蕪胞が大 きい症例

a.術前 鞍径 25mm LJ),首燕胞が骨動 勺荷重取 外側部に存在.

b.術後 1カ月 骨燕胞直上J)骨頭関節面に骨萎縮が認めドニーかるI

c.術後2年 骨頭は陥凹 し関節面t.･7つ適 合性が悪化している･

:

: -:=i I

t

collapse

三 -

d.

Fig.11 骨頭側骨嚢胞の位置と collapse

a.骨嚢胞は外側部に移動 b.collapseは外側部iこ生 じる

C.骨♯胞は荷重部に移動 d.collapseは荷重部に生 t:る
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仮に圧潰を生しLTも関節面の適合性に早手響 しないたれ

良好な modelingが期待できる (Fig.ll).

C. 臥 mbe])i手術の適応

線学的には 基 部が 5Illnl以上の capitaldI･()Pを有 し,

内転位で外 側 関節裂隙が関大し,骨頭側骨喪胞しり横径が

2()111nl未 満 で ある症例で,臨床面では麻酔~Fに屈曲6(〕

度内転15度 以 上の可動域を有する症例であると考えた.

･方,口蓋 側 の要素として目蓋形成不全が強く.AHI

が609b未満 か --)f二J･1蓋傾斜角が30度以上cT)症例には臼蓋形

成術を同時施行する必要があると考えた.

D. Fk)mt虻l]i手術の限界

各種〔')転子間骨切り術および臼蓋形成術は術前存在 し

た骨硬化,骨喪胞を消失させ.関節裂隙(･')拡大を維持 す

ることが可能である.こか親,T)事実を裏付ける要素 と し

てX線学的に関節道断 軒粗かLL,再生軟骨組織の存 杏 を 推

定 した報告が数多くなさかている3､.22＼. しかし実 際 の 関

節面の状態,組織所見iこついてLT)報吾は MとIL,yS123､に

よる3例の骨切り術後の摘J､け首頭標本かド)線維 性 軟 骨 組

織crT)再生組織を確認 した報告〔T)ほかは ByersU 小 (T)

同様な報告があるiこ過ぎない.井LtJ.r--171は進行期.末

期の変形性股関節症の関節鏡所見で首頭荷重部は全て軟

骨の消失と軟骨下骨の露出が認めZ･､〕Itると報告 した.著

で関節面を観察 し,生検によE)組織を検討 した.二九三､)

の症例はJH11もの報告からも術前軟骨下骨が諾出してい

たと考えt､っIlるが術後約2年経過時に施行した関節鏡所

見では軟骨下骨は諾出しておL.っず線維性組織で被覆され

ていることが観察さtt線維軟骨組織の再生を確認でき M虻yS

r二'231の報告と同様の結果を得た.これらの事実から

Ⅰう()mklli手術により荷重条件が改善 L関節裂隙の拡大

が維持される例では線維軟骨組織iこよる修復が生じるこ

とが推定できた. しかしながlT)組織修復の結果生じた線

維性軟骨組織はiE常関節軟骨組織の組織構造を有 してい

ないので,生来の硝子軟骨組織iこ比 して構造上かL-)みる

と脆弱であり荷轟iこ対する耐久件は低いと考えられた,

∬throplastyを施行 した結果について短期間の除痛効

果を認めたに過ぎないと報告している.すなわち力学的

条件が改善されti:(Iナわは再生組織による修復のんでは荷

重に耐えられず早期に再生組織の破綻が生じると考えら

れる.著者の調査では捧痛点数は経年的に低下し,6年

経過時には臨床成績が優から良に転 じることが多いこと

が判明 した.すなわち Bomtxelli手術後一時的に力学

的安定が得と･吊t.関節面が線維性軟骨組織によ封を復が

生し:Lても,その後の荷重による繰 り返 しの負荷によ･'1経

過年数が長くなければ組織の破壊と修復の′ミラン7{が逆

転し.骨頭関節面の再生組織が損傷を受ける場合がある

こと_が推定できる.変殴症の本質は退行変性の結果であ

り.不良群とな---､た原因が解明できない2関節は変腹症

の進展の結果であり破壊が修復に先行したと考えざるを

得ない.ここに 1-号ombelli手術し')限界があると考えit_)

治療法LL_して本手術は正確な適応で施行さ.hわは線維軟

骨組織(こよる関節面L/'1組織修復が期待でき.臨床面では

除痛効果iこ優れ 人工股関節適応年:-齢までL･Tll･imesa＼ring

surgeryとして有効lJLrC手段であることが判明した.

ま と め

い Bomklli外反伸展骨切り術施行後2年IT_人l･.経過

し た 68例7∠l関節の症例に対し検討を加えた.

21 本手術法は進行斯,末期の亜脱r.ltt=I三変形性股関節

症 に 対 する観血的治療として'有効であり.特iこ除痛効果

が舶著で恭一､た.

31 本手術法は基部の幅が5mmllLLC,T)capitald1-ot)

を有 し,内転位で外側関節裂隙が関大し,骨頭側骨嚢胞

が 2Omm 未満であi),麻酔下をこ屈曲60度内転15度C')可

動域を有する例には良い適応であった.

4) 骨頭被覆度が60.96'未満.目蓋傾斜角が3()度以上の

目蓋形成1く全例では,目蓋LT)骨頭被覆が不十分なため骨

頭の上外方への逸脱を防止する目的で盾睡的に臼蓋形成

術を同時施行する必要がある.

5) 骨主剰閑節面は組織修復により線維性軟骨組織で被

覆されることが術後(瑚関節鏡および生検で確認された.

6) 修復組織は正常軟骨組織の構造を持たないため力

学的には脆弱な組織であると考えt■.〕Ilた.

稿を終えるにあたLl'御校閲を賜わりました高橋栄

明教授に深謝いたします.また直接御指導いただき

ました阻'ji江牟婁人助教授に深謝し､たします.また

本研究に多大なる示唆をいただきました県立新発旧

病院整形外科部長伊藤惣一郎先生.なド)びに豊前洋

一郎助手に深謝いたします.また多大なる御協力を

いただいた錦織新一技官に厚く御礼申し上げます.
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