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はじめに
膝離断性骨軟骨炎は，成長期のスポーツ選手に多く発生
する．その成因としてスポーツによる過度の負荷が挙げら
れているが，過去にスポーツ活動と OCD 発生との関係を
詳細に検討，報告したものはない．今回，我々は成長期膝
離断性骨軟骨炎（JOCD）の発症とスポーツ活動との関係
を調査，検討したので報告する．

対

象

図 1．サッカー選手の JOCD 発生部位

対象は，当院通院中の JOCD 症例のうち，詳細なアン
ケートが実施可能であった 28 例 33 膝（右 13 膝，左 20 膝）
で，男性 27 例，女性 1 例，平均年齢は 11. 3 歳（7 ～ 16 歳），
平均経過観察期間は 17. 7 ヶ月（7 ～ 33 ヶ月）であった．
全例がスポーツ活動を行っており，発症時スポーツ種目，
スポーツ開始時年齢，発症年齢，1 週間の総練習時間，利
き足を調査した．OCD の診断は，自他覚所見の有無に関
わらず，X 線及び MRI の画像所見に基づいて確定した．

結

果

JOCD の発生部位は大腿骨外顆が 24 膝（73％），内顆 9

図 2．JOCD 大腿骨外顆発生と円板状半月板との関係
サッカー選手では 33％と合併率は低かった。

膝（27％）と大腿骨外顆発生が多くを占めていた．発症
時のスポーツ種目はサッカーが 50％と最も多く，半数を
占めていた．
サッカー選手が全症例の半数を占めていたため，サッ
カー選手の JOCD について調査を進めた．サッカー選手の
JOCD は 14 例 16 膝であり，大腿骨外顆発生が 12 膝（75％）
と多数を占めていた（図 1）．JOCD 大腿骨外顆発生と円
板状半月板との関係性であるが，サッカー選手以外では

75％に円板状半月板の合併を認めていたが，サッカー選
手では 33％とその合併率は低かった（図 2）．スポーツ開
始時平均年齢は，サッカー選手では 5. 7 歳（3 ～ 11 歳），サッ

カー選手以外では 6. 7 歳（2 ～ 13 歳）とサッカー選手はス
ポーツ開始時年齢が若年傾向であった．JOCD 発生年齢は

10 歳と 11 歳にピークを認めた．1 週間の総練習時間を見
てみると，週 7 時間以上練習している例が半数以上を占め
ていた．次いで，蹴り足と罹患膝との関係を調べたが，蹴
り足は 16 膝中 15 膝は右であったが，JOCD 罹患膝は左の
軸足（16 膝中 10 膝）に多い傾向にあった（図 3）．ポジショ
ン別の発生については，FW から GK まで全ポジションで
発生しており，各ポジション別の発生傾向はなかった．
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増大すると考えられる．さらにスペインでは，育成年代か
ら「休む」ことも選手の成長にかかせないと指導してお
り，決して無理をさせない 8）．これに対して，日本ではジュ
ニアユース時代においては積極的に休みをとる習慣はない
が，ここ数年，サッカー協会を中心に，傷害発生予防を考
慮し，練習の効率化，練習時間の短縮が推奨されている 9）．
本研究より，サッカー選手の場合は，競技特異性，練習
時間の長さ，低年齢からの競技開始による膝への負担の増
大が JOCD 発生の要因になると考えられ，保護者を含め，
コーチ，監督に傷害発生予防について啓蒙していく必要性
があると考えられた．
図 3．蹴り足と罹患膝の関係

考

ま と め

察

１．JOCD はサッカー選手に多かった．
２．サッカー選手の JOCD は大腿骨外顆に多く発生してい

JOCD とスポーツ活動との報告は少なく，Yoshida らは
JOCD のスポーツ活動比率は 86. 8％であったと報告してお

た．
３．サッカー選手の JOCD は円板状半月板の合併が少な

り 1），また，Adachi らは 75％であったと報告している 2）．

く，膝への過度の負担という外的要因の関与が大きい

本研究では全例スポーツ活動を行っていた．

と思われた．

一般的に海外での OCD 発生部位は大腿骨内顆に多いが，

４．少年サッカーのスポーツ活動内容について，練習時間

本邦では大腿骨外顆の発生率が高いとされている 1），3），4）．

の短縮など啓蒙していく必要があると思われた．

本研究においても外顆発生が 75％を占めていた．一般的
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