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　歩行解析は変形性股関節症患者の歩行機能を評価するために広く実施されている。しかし，骨切

り術施行患者に対する報告は稀である。今回，末期変形性股関節症に対するChiari骨盤骨切り術と
大腿骨外反骨切り術を併用手術例に対して術後44か月までの歩行解析を実施した。本症例は術後，
歩行速度，重複歩距離や歩行中の股関節可動域の増大を示し，歩行の前方方向への推進機能におい

て大きな改善を示した。しかし前額面における体幹や骨盤傾斜運動範囲である歩行中の側方への動

揺性は増大し，跛行は残存していた。

Key words: 歩行解析，Chiari骨盤骨切り術，大腿骨外反骨切り術

序　　文

　末期変形性股関節に対する手術療法には全人工股関

節置換術や人工骨頭置換術などの人工関節置換術と

Chiari骨盤骨切り術，大腿骨外反骨切り術や大腿骨内反

骨切り術などの関節温存術がある。これらは患者の年

齢や病期さらに活動状態などによって選択される。末

期変形性股関節症における手術後の定量的歩行解析に

ついては様々な報告例があるが，それらの多くは，人

工股関節置換術に関する報告例であり，関節温存術に

関する報告例は稀である1-3。今回，末期変形性股関節

症に対するChiari骨盤骨切り術と大腿骨外反骨切り術を

併用した手術症例の術後44か月まで追跡した1例の歩

行解析を実施したので報告する。

症　　例

症　例

　47歳，女性，身長160 cm，体重57.8 kg，BMI 22.5。

現病歴

　右先天性股関節脱臼の既往があり，6歳時に他施設に

おいて右大腿骨骨切り術，10歳時に骨移植術が施行さ

れた。以後，同施設で経過観察をされていたが40歳時

から股関節の変形の進行，症状の増悪により人工股関

節置換術を薦められた。しかし，本人は人工関節への

置換を希望せず関節温存術を希望した。その後，当科

へ受診し，骨切り術の適応と判断された。47歳時に当

科にて右末期変形性股関節症に対するChiari骨盤骨切り

術と大腿骨外反骨切り術の併用手術が施行された。

術後プログラム

　術後3週間は免荷で内外旋禁止とし，その後から体重

の1/3の部分荷重を開始し，1週毎に1/3ずつ部分荷重の

増加を許可した。術後47日後，ロフストランド杖1本

を用いた歩行で退院になった。その後，外来にて術後

4か月でT字杖1本へ変更し，術後6か月で杖無しによる

独歩を許可した。術後20か月に抜釘術を施行した。入

院中のリハビリテーションは期間中，連日実施し，退

院後の外来によるリハビリテーションは，術後平均20

か月までの間に，1〜2か月毎に全10回実施し，その後

は術後44か月までの間に不定期に5回実施された。

画像所見 (Figure 1)
　Acetabular head index (AHI) は術前が57%で，術後は

81%に改善した。

その他の計測評価

　Spinal malleolar distance (SMD) は術前が右79.5 cm，

左81.5 cmで，術後44か月では右が80.0 cm，左81.5 cm

であった。Visual analog scale (VAS) は術前が7.5 cmで，

術後44か月では0.5 cmに改善した。日本整形外科学会

股関節機能判定基準Japanese Orthopaedic Association Hip

Score (以下JOAスコア) は術前が67点 (疼痛30，可動域
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Figure 1.  X-ray photographs of before and after surgery
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A. Anteroposterior view before surgery B. Lateral view before surgery

C. Anteroposterior view after surgery

D. Lateral view after surgery

E. Anteroposterior view 20 weeks after surgery F. Lateral view view 20 weeks after surgery



43

末期変形性股関節症に対するChiari骨盤骨切り術と大腿骨外反骨切り術の併用手術例の歩行解析

15，歩行能力10，ADL 12) で，術後19か月では78点 (

疼痛30，可動域13，歩行能力15，ADL 20)，術後44か

月では88点 (疼痛40，可動域13，歩行能力15，ADL 20)

に改善した。

歩行解析

　歩行解析は，体幹部，骨盤部，大腿部の歩行中の可

動性を計測する為に，体幹部に胸帯および骨盤部に骨

盤ベルト，大腿部にサポーターを装着した。各々の装

着部にそれぞれ3つずつ，合計12個の反射マーカーを

貼付し，剛体は，体幹部，骨盤部，大腿部のマーカー

より定義した。剛体の定義とマーカーの貼付部はこれ

までの報告と同様の方法により，体幹部は左右の肩甲

棘内端部と左右の肩甲骨下角を結んだ線上に存在する

脊柱棘突起部に貼付したマーカーから，骨盤部は左右

の上後腸骨棘と尾骨部に貼付したマーカーから，大腿

部は坐骨結節下方部および大転子下方部と大腿後面中

央部に貼付したマーカーからそれぞれ定義した4。患者は

6 mの歩行路を患者の自由速度にて歩行した。OptiTrackTM

Motion Capture system (Natural Point, Inc., Corvallis,

Oregon) を用いて6台の赤外線カメラにより歩行中の反

射マーカーの軌跡を3次元座標に変換した。得られた座

標データからMATLAB7.0.1 software (The MathWorks,

Natick, Massachusetts) を用いて関節角度を算出した。

これらのデータから時間的空間的因子として歩行速度

および重複歩距離，運動学的因子として矢状面におけ

る股関節可動域，前額面における体幹部及び骨盤部の

傾斜運動範囲と平均傾斜角を評価した。計測時期は術

前，術後6か月 (独歩許可時)，術後10か月，術後13か

月，術後19か月，術後44か月 (抜釘後) とした。

結　　果

　歩行解析における歩行速度や重複歩距離は術前に比

べ術後6か月で減少を示したが，その後は経時的に増大

し，術後44か月の時点では術前をさらに超えて最大に

B. Stride length

Figure 2.  Temporospatial gait parameters of patients

A. Gait velocity
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なった (Figure 2)。歩行中の患側の股関節最大屈曲可動

域に変化は認められなかった (Figure 3)。歩行中の患側

の股関節最大伸展角度は術前と比べて経時的に増大

し，術後44か月で最大になった (Figure 3)。前額面の体

幹傾斜運動範囲および骨盤傾斜運動範囲のそれぞれの

平均傾斜角は経時的に増大を示した (Figure 4，5)。

考　　察

　これまでに関節温存術であるChiari骨盤骨切り術と大

腿骨外反骨切り術の併用手術例における臨床報告は散

見され，術後10年の経過においては良好な成績が報告

されている5-7。しかし，これらの報告では主にX線学

的評価やJOAスコアによる包括的な評価であり，患者

の歩行機能に着目したものではない。さらに，この術

式における歩行機能の回復過程を前向きにかつ定量的

評価した報告はなく，術後の歩行機能の回復過程はい

まだ明らかになっていない。また，実際の臨床の現場

においては，骨切り術施行患者の術後に股関節痛や歩

行時痛が改善されたとしても跛行が残存している例は

少なからず認められている。

　今回，歩行速度，重複歩距離は術後早期では術前値

より低値を示したが，独歩の許可がされた術後6か月を

境に次第に増加し，術後19か月では術前の状態から大

きく改善を認め，抜釘の術後にはさらに改善する傾向

を示した。矢状面での歩行中の関節可動域では，特に

伸展方向への改善が認められた。股関節最大伸展位は

術前では低値を示していたが，術後10か月まで経時的

に増大を示し，その後抜釘術後を境にさらに改善する

傾向を示した。これらの結果は，手術により股関節の

力学的環境が改善され，除痛と関節可動域の拡大が獲

得されたことに起因していると考えられる。歩行の時

間的空間的因子である歩行速度，重複歩距離や矢状面

での歩行中の関節可動域は，術後経時的に改善を示

B. Extension (maximum)

Figure 3.  Sagittal hip motion angle of patients

A. Flexion (maximum)
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B. Pelvis

Figure 4.  Frontal trunk and pelvis motion angle of patients

A. Trunk

Figure 5.  Average inclination angles of frontal trunk and pelvis motion angle of patients
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し，独歩の許可後から大きく改善し，術前の状態より

も良好となり，抜釘後にさらなる改善を認めた。歩行

機能が大きく変化するタイミングとしては独歩許可後

と抜釘術後の2つの時期が推察された。しかしながら，

歩行中の前額面における体幹傾斜運動範囲と骨盤傾斜

運動範囲に関しては，術後に緩やかな増大を示し，前

額面における歩行中の動揺性はやや増大する傾向を示

した。変形性股関節症患者の特徴的な跛行としてトレ

ンデレンブルグ跛行やデュシェンヌ跛行が知られてい

る8,9。この跛行の主要な原因の1つに股関節外転筋の弱

化や外転筋活動の遅延が報告されている8-10。本症例

は，体幹部と骨盤部の平均傾斜角からトレンデレンブ

ルグ跛行とデュシェンヌ跛行の双方を示していたため

に，前述の先行研究と同様に歩行中の外転筋機能不全

が推察された。また，この傾向が術後に増大している

ことから，手術によって，歩行中の外転筋機能の回復

は十分になされていないことが示唆された。また，本

症例は術後，主治医と理学療法士の介入によるリハビ

リテーションが行われ，跛行の改善状況と骨切り部の

骨癒合状況の勘案により，杖による部分荷重での免荷

歩行が約6か月間必要とされた。これまでに杖使用時の

患側股関節への影響について，外転モーメントの減少

や外転筋活動の減少といった報告がされている11,12。本

症例は典型的な術後経過ではあるものの，このような

長期間の杖を使用した歩行活動では，股関節外転筋機

能が術後に低下を示した後，その改善の遅延は余儀な

くされると考えられた。また，前額面における体幹と

骨盤の傾斜運動域の増大が起きたことも同様の影響が

考えられた。加えて，本症例は再々手術例であり術前

からの長期におよぶ股関節外転筋機能低下があり，さ

らに術後外来でのリハビリテーション以外にも在宅で

積極的な筋力トレーニング，可動域トレーニングおよ

び歩行トレーニングなどのリハビリテーションを指示

していたにもかかわらず，職場環境の問題などから未

実施であったことも影響していると考えられた。

　これらのことから，Chiari骨盤骨切り術と大腿骨外反

骨切り術の併用手術例における歩行機能の回復過程に

おいて，歩行速度，重複歩距離や歩行中の関節可動域

の増大が示されたことから，歩行の前方方向への推進

機能は大きな改善を示した。しかし一方で，前額面に

おける体幹や骨盤傾斜運動範囲といった歩行中の側方

方向への動揺性に関しては増大し，跛行が残存する結

果が示された。骨切り術施行予定患者は手術にあた

り，除痛以外にも，歩容の改善も期待されていること

が多い。今回の結果は，それらに対する一情報として

意義のある結果が得られたと考えられる。

　これまでにChiari骨盤骨切り術と大腿骨外反骨切り術

の併用手術例における歩行機能や歩容に関する前向き

の詳細な追跡研究を報告したものはなく，今回その症

例報告を行った。今後は中長期的に症例を追跡し，さ

らに症例数を増やことにより，本術式における歩行の

回復過程をより明確にするべくさらなる調査を行う必

要がある。

結　　語

　末期変形性股関節症に対するChiari骨盤骨切り術と大

腿骨外反骨切り術の併用手術例に対する歩行解析を実

施した。本症例は歩行速度，重複歩距離や歩行中の関

節可動域の増大を示したことから歩行の前方方向への

推進機能において大きな改善を示した。しかし，本症

例は術後44か月までは完全な除痛が出来ているのも関

わらず，前額面における体幹や骨盤傾斜運動範囲など

の側方方向への動揺性に関しては増大し，跛行は残存

していた。
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Gait analysis is widely performed in patients with hip osteoarthritis to evaluate walking function quantitatively
before and after surgery.  However, reports about patients who underwent osteotomy of the hip are rare.  In this
report, gait analysis was evaluated, until 44 months after surgery, for a patient who underwent a combined
Chiari pelvic osteotomy and femoral valgus osteotomy for terminal hip osteoarthritis.  Increases in gait
velocity, stride length, and range of motion of the hip joint in the sagittal plane while walking were observed
as gait characteristics after surgery, suggesting remarkable improvement of forward propulsion in the gait.  In
contrast, lateral deflection in walking such as range of trunk and/or pelvis inclination increased after surgery,
suggesting that the patient would continue limping.
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