第 26 回
スポーツ傷害フォーラム （web 開催）
抄録

2022 年 3 月 19 日（土）
Zoom Webinar 形式
9：50～17：10

1．参加登録について
◦ 下記URL か右記QR コードよりお願いします．
URL: https://eventregist.com/e/N1j3UeVZMYLG
登録は当日3 月19 日までとなります．
◦ 登録いただきましたら、自動的にZoom webinarのURLをメール返信いたします。当日はURL
をクリックして入室してください。
※登録2,000 円
2．教育研修単位はありません
◦ 今回のフォーラムでは教育研修単位はありません。ご了承ください。
3．年会費について
年会費は当日の参加費から2,000 円を年会費とさせていただきます．
4．発表データの事前登録について
◦ 事前に事務局から格納URLをメールでお知らせしますので、3/14までに格納頂くようによろ
しくお願いします。
◦ 発表データは，パワーポイントに音声を吹き込んだmp4形式でお願いします。（事務局から
作成マニュアル添付）
5．発表について（演者、座⾧の先生方へ）
◦ 事前に発表演者、座⾧専用のURLをメールにて添付させていただきます。演者、座⾧の先生
方はセッション開始20分前までに専用URLから入室してください。
◦座⾧の先生は時間になりましたら、セッションを開始してください。演者の紹介後に、事務局
から発表スライドを画面共有致します。配信終了後に座⾧と演者の先生方は音声オンにして質疑
応答お願いします。
◦御発表セッションが終了いたしましたら速やかに御退室ください。
5．口演時間について
一般演題の口演時間は6 分（症例報告は5分），シンポジウムの口演時間は10 分です．時間厳
守でお願い致します．

スポーツ傷害フォーラム事務局
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Ⅰ．小児・膝
（10：02～10：50）
座⾧：副島 崇 先生
（久留米大学 人間健康学部スポーツ医科学科

教授）

１．COVID19 感染拡大防止のためのスポーツ活動中止と再開後のスポーツ傷害の関連
Relationship between hiatus of sports activities for preventing the spread of COVID19 infection and
sports injuries after restarting activities
瀧上 順誠（たきがみ じゅんせい）1、橋本
1

運動器ケア しまだ病院 整形外科、

2

大阪市立大学大学院整形外科

祐介 2、富原 朋弘 1、勝田紘史 1

【はじめに】
COVID19 感染拡大防止のため日本でも第 1 回目の緊急事態宣言（2020 年 4 月）発令後、スポー
ツ活動が中止となった。緊急事態宣言解除後、急に運動強度をあげることは怪我のリスクが高く、
日常診療でも若年者を中心にスポーツ傷害（外傷・障害）が多く発生している印象がある。
【目的】
若年者における COVID19 感染拡大防止のためのスポーツ活動中止が、再開時の傷害発生にどの
ような影響を与えているか調査すること。
【方法】
対象は 10-15 歳でスポーツ活動中止を経験し、宣言明けの 2020 年 6-8 月に当院を受診しスポ
ーツ傷害と診断した 177 名（以下中止群、平均年齢 13.3±1.5 歳、男性 136 名、女性 41 名）と
2019 年における同期間の患者 194 名（以下活動群、平均年齢 13.2±1.5 歳、男性 125 名、女性 69
名）とした。スポーツ傷害の部位・疾患を調査し 2 群で比較検討した。
【結果】
スポーツ傷害の部位は 2 群ともに膝、腰の順に多かった。疾患別において外傷は中止群 27％、
活動群 46％、障害は中止群 73％、活動群 54％、と中止群で ACL 損傷を含む外傷が少ない傾向が
あり、障害が有意に多かった。障害ではジャンパー膝などの膝の障害が最多で中止群 21％、活動
群 13％と有意に中止群で多かった。
【考察】
中止群は活動群と比較し、外傷よりも障害が多く特に膝障害が多かった。4 週間の運動休止で
筋・腱の機能低下が起こる報告もあり、活動中止期により総合的なコンディション不良が障害発
生に関与している可能性がある。そのため安全に復帰するために運動負荷・量・頻度を選手のコ
ンディションを確認しながら調整し、適切な時間をかけて復帰していくことが重要であると考え
る。

２．外側円板状半月若年患者の MRI を用いた骨形態評価

○木下 拓也 MD（きのした たくや）1)、橋本 祐介 MD, PhD （はしもと

ゆうすけ）1)、

飯田 健 MD（いいだ けん）1)、中村 博亮 MD, PhD（なかむら ひろあき）1)
1)大阪市立大学大学院医学研究科整形外科
【目的】
外側円板状半月（DLM）を有する膝の骨性特徴について単純 X 線像で評価した報告はあるが、
MRI を用いた詳細な検討はなされていない。本研究の目的は MRI で DLM 患者と正常半月板患
者の骨形態の違いを評価することである。
【対象と方法】
2007-2019 年に当院を受診した 12-15 歳の DLM 患者 33 例（男性 16 例、女性 17 例）
、平均年齢
13.2 歳を DLM 群、他疾患で MRI を撮影した 12-15 歳の患者 24 例（男性 12 例、女性 12 例）
、
平均年齢 13.7 歳をコントロール群とした。MRI coronal で前方脛骨外顆傾斜（AOLTP）
、後方脛
骨外顆傾斜（POLTP）、大腿骨外顆最下点位置、大腿骨外顆の大きさを内顆の大きさで除した値
（CCR）、axial で posterior lateral condylar angle (PLCA)、大腿骨外顆の大きさを内顆の大きさで
除した値（ACR）を計測し、DLM 群と Control 群を比較検討した。また、DLM 群を Ahn 分類
type N 群と転位のある type（type PC,AC,C）群に分け Control 群とそれぞれ比較検討した。
【結果】
DLM 群でコントロール群より有意に POLTP は大きく(p 値=＜0.001)、大腿骨外顆最下点位置は
外側で(p 値=＜0.001)、CCR、PLCA、ACR は小さかった(p 値=＜0.001、＜0.001、0.009)。一
方、AOLTP は両群間に有意差を認めなかった（p 値=0.409）
。また、Control 群と type N 群、
Control 群と転位のある type 群の間でもそれぞれ同様の結果であった。
【考察】
本研究では DLM 若年患者の骨形態の特徴として正常膝に比べ、脛骨外顆後方がより傾斜してお
り、大腿骨外顆最下点位置がより外側に位置し、大腿骨外顆の低形成が認められた。本研究の結
果は、DLM 診断の一助となることと、円板状半月板の損傷形態の病態の一つとして考えられた。

3．診断に難渋した大腿骨外顆荷重部の広範囲に生じた軟骨骨折の一例
◯田中綾香(MD)(たなか あやか)1), 米谷 泰一
1: 大阪大学医学部附属病院

(MD)2)

, 下村 和範(MD)2), 濱田 雅之

(MD)2)

整形外科

2: JCHO 星ヶ丘医療センター 整形外科
【症例】
8 歳女児、段違い平行棒からの着地で左膝が外反強制され直後より歩行困難となる。受傷翌日に
近医を受診し、関節血腫を認めるも、膝関節単純 X 線では異常を認めず、MRI にて大腿骨外顆後
方の骨挫傷を指摘された。強い疼痛のため、2 週間のシーネ固定にて紹介となった。初回 MRI に
て大腿骨荷重部関節軟骨に亀裂所見を認め、MRI を再検した。STIR 矢状断像にて外顆荷重部か
ら後顆全体にわたり、関節軟骨と軟骨下骨間に高輝度領域を認めた。関節軟骨の剥離・転位と判
断し、転落による直接外力による大腿骨外顆荷重部の軟骨骨折と診断した。受傷後 3 週にて吸収
性ピンでの観血的整復固定を行った。術中所見では、MRI と同様に外顆全体にわたって関節軟骨
は剥離し、外顆外壁骨膜も含めた外顆関節表面一帯の剥離であった。術後 6 ヶ月の画像にて、軟
骨片の転位や骨化障害を認めず、再鏡視にて病変の安定性を確認し、体操競技への復帰を許可し
た。術後２年にて、経過良好にて競技継続している。
【まとめ】
大腿骨外顆荷重部の軟骨骨折は、膝蓋骨脱臼に関連し、MRI で診断可能であることが多い。しか
し、高所からの着地を受傷機転とする関節血腫を伴った小児膝において、膝蓋骨脱臼を伴わなく
ても、大腿骨外顆荷重部に広範囲の軟骨骨折が生じていた。画像診断が困難であり、転位の進行
や MRI 撮像の工夫により診断可能となるため注意を要する。

４．外顆離断性骨軟骨炎を伴う外側円板状半月板損傷に対する治療成績～外側円板状半月板損傷
単独症例との比較～
〇飯田健 （いいだ けん） 橋本祐介（はしもと ゆうすけ） 西田洋平（にしだ ようへい）
中村博亮（なかむら ひろあき）
所属）大阪市立大学整形外科
【目的】
大腿骨外顆 OCD を伴う DLM 損傷群と DLM 単独損傷群の治療成績を比較検討すること。
【対象と方法】
2003 年から 2017 年の間に 15 歳以下の DLM に対して手術加療を行ったうち、術後 2 年以上経
過観察可能であった 117 例を対象とした。術前 OCD を合併していたものを A 群、合併しないも
のを B 群として、患者背景、手術方法、Lysholm score, Tegner activity score（TAS）
、再手術、術
後新たな OCD 発生率を調査した。
【結果】
A 群 15 例、B 群 102 例であり、平均年齢はそれぞれ 10.6 歳、12.1 歳、性別は男性が 14 例(93%)、
40 例(39%)で、受傷前 TAS は 6.6、6.0 であった。患者背景は A 群で有意に年齢が低く、男性が
多く、活動性が高かった。手術方法、術後 Lysholm score は両群間に有意差は認めなかった。OCD
に対しては、Bluckle 分類で stage1,2,3 の 14 例はドリリング術を施行、stage5 の 1 例に骨片固定
術を施行し、術後 MRI で 14 例（93％）の OCD は治癒した。最終評価時 TAS は A 群 6.6、B 群
5.9 で A 群で有意に高かった。再手術率は A 群 3 例（20％）
、B 群 3 例(3％)で A 群が有意に高か
った。術後新たな OCD 発生率は A 群 4 例（27％）
、B 群 7 例(7％)で A 群に有意に高かった。
【考察】
術前の OCD 病変は治癒したが、術後新たな OCD の発生率は A 群が有意に高かった。A 群は術
後も高活動性であることから、術前 OCD 病変の脆弱性と強い力学的ストレスが術後 OCD 発生
に関与する可能性が示唆された。

５．MRI-T2 マッピングを用いた外側円板状半月に対する術前後の軟骨評価
西野 壱哉（にしの かずや）1)、橋本 祐介 1)、木下 拓也 1)、西田 洋平 1)、中村 博亮 1)
大阪市立大学大学院整形外科
Dept. of Orthopaedics Surgery, Osaka City University Graduate School of Medicine
【目的】
MRI-T2 マッピングはコラーゲン配列の破綻や、水分含有量の増加を捉えることができ、関節軟
骨の質的評価に用いられている。本研究の目的は DLM に対し半月形成あるいは形成縫合術を施
行した症例の、術前後の軟骨の T2 値を計測・評価することである。
【対象と方法】
2013 年 1 月から 2017 年 3 月に DLM に対し鏡視下手術を行い、2 年以上観察可能であった 27 患
者 30 膝を対象とした。男性 13 例女性 14 例、手術時平均年齢は 13.3 歳(6-23 歳)、形成切除 3 膝、
形成縫合 27 膝であった。術前、術後 3、6、12、24 ヶ月に MRI-T2 マッピングを撮像し、T2 値を
脛骨外側関節面、大腿骨外顆関節面で計測した。サブ解析として年齢、性別、術式(縫合追加の有
無)、術前 MRI で DLM の shift の有無でそれぞれ 2 群比較した。
【結果】
大腿骨、脛骨関節面の T2 値は、術前に比べ術後 3、6 ヶ月の時点で有意に上昇を認めたが(P<.05)、
12、24 ヶ月の時点では有意差は認めなかった。また、T2 値は性別、術式、MRI での shift に関し
て有意差を認めなかったが、年齢が低い（13 歳以下）方が高い（14 歳以上）群よりも有意に高値
であった。
【考察】
本研究の結果から、術後 6 ヶ月までは軟骨に対する負荷が増加するが可逆的な変化である可能性
が示唆された。一方で、若年の患者群で T2 値は有意に高く、本研究の結果は軟骨の成熟過程を観
察している可能性がある。
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Ⅱ．ACL
（10：50～11：40）
座⾧：松下 雄彦 先生
（神戸大学大学院

医学研究科

関節温存・再建外科学部門

特命准教授）

６．Leaf Spring Exercise 施行中の大腿骨-脛骨位置と大腿四頭筋筋力―A C L 不全症例における
検討―
〇築田 英紀(PT) (つくだ ひでき) １), 沖本 遼(PT) １), 延川 祥大(PT) １), 椎木 孝幸(PT) １), 構
井 健二(PT)１), 松尾 高行(PT)2 ), 中江 徳彦(PT)3),小柳 磨毅(PT)4), 史野 根生(MD)2 ),5)
1)行岡病院リハビリテーション科
2)大阪行岡医療大学 医療学部 理学療法学科
3)関西メディカル病院 リハビリテーション科
4)大阪電気通信大学 医療健康科学部 理学療法学科
5)行岡病院スポーツ整形外科センター
抄録本文：
【背景】膝伸展域における大腿四頭筋収縮は, 効率よくできる大腿四頭筋トレーニングであるが,
前方剪断力による脛骨の前方転位を生じるため, ACL 再建術後の早期には回避されてきた. この
時期に, 安全に施行できる, 膝伸展域での大腿四頭筋トレーニングとして, Leaf Spring Exercise
（LSE）を考案した．LSE は, 腹臥位にて膝軽度屈曲位とし, 大腿後面を固定して浮き上がりを
抑制し, 下腿前面の近位を支点としつつ, 大腿四頭筋の等尺性収縮を行わせるものである. つま
り, 重力により脛骨の前方転位/前方剪断力を抑制しつつ, 施行する伸展域の大腿四頭筋トレーニ
ングである. そこで, LSE 時の再建 ACL に対する安全性を検証することを目的とした.
【方法】片側 ACL 不全膝患者 11 名（男性 4 名，女性 7 名，年齢：21.2 ± 9.0 歳）を対象とした．
両側下肢に LSE を施行させ, 以下の計測を行った：
（１）超音波診断装置を用いて描出した, 大腿
骨内外側顆部の最後点と脛骨プラトーの後縁間の距離（FTSO）
；
（２）筋出力計測器を用いた最大
等尺性膝伸展トルク（PT）. FTSO は Wilcoxon signed rank test, PT には paired-t 検定を用いて
統計学的に検討し, p<0.05 を有意差ありとした.
【結果】FTSO;中央値(四分位範囲）
：損傷側の内側 6.6（5.2–7.3）mm, 外側 7.4(6.2–10.0)mm と,
健常側の内側 6.8（6.1–7.4）mm, 外側 7.3(6.3–9.8)mm には, いずれも有意差はなかった. PT;(平
均値 標準偏差)：損傷側（20.3±14.7Nm）と健常側（28.1±11.4Nm）に有意差はなかった.
【結語】下腿近位を支点とし, 膝伸展域で大腿四頭筋を最大収縮させる LSE は, ACL 不全下にお
いても脛骨前方転位を来さず, 大腿四頭筋出力の低下を生じなかった. LSE は, 再建 ACL に対し
て安全な, 膝伸展域での大腿四頭筋トレーニング法である.

７．膝前十字靭帯再建術後における大腿四頭筋の筋厚と筋力について
～術式による比較～
〇渡邉

博史（PT）（わたなべ ひろし）1) 井上

晋（PT）1）

渡辺

聡（MD）2）

佐藤

雅之（PT）1）

梨本

智史（PT）1）

飯田

卓（MD）2）

1)

JA 新潟厚生連

新潟医療センター

リハビリテーション科

2)

JA 新潟厚生連

新潟医療センター

整形外科

【目的】
超音波診断装置での筋厚評価が筋萎縮の指標として用いられている。今回、膝前十
字靭帯（ACL）再建術後の大腿四頭筋の筋厚と筋力について術式別に検討した。
【対象と方法】
2020 年 4 月～2021 年 3 月に当院で解剖学的 ACL 再建術を施行した 39 名で、長方形
型骨付き膝蓋腱を用いた再建術：BTB 群（女性 6 名、男性 15 名）とハムストリング
ス腱を用いた 2 重束再建術：ST 群（女性 12 名、男性 6 名）を対象とした。超音波診
断装置 SONIMAGE HS1（コニカミノルタ社製）にて術前、術後（4 週、8 週、12 週、16
週）に中間広筋（VI）と大腿直筋（RF）の筋厚を測定した。筋厚の測定部位は上前腸
骨棘から膝蓋骨上縁間距離の遠位 39%の位置とし短軸像で測定した。また、BYODEX に
て術前、術後 16 週に等速性膝伸展筋力（60deg/sec）を測定し、群別に術前後の筋厚
と筋力を検討した。統計処理は分散分析、多重比較検定、対応のある t 検定を用い有
意水準を 5%とした。
【結果】
筋厚では BTB 群の VI が術後 12 週まで、RF が術後 8 週まで有意な低下を認めた。
ST 群は VI、RF とも術後 4 週まで有意な低下を認めたが、それ以降は有意差を認めな
かった。筋力は BTB 群の術前 149.2±34.8Nm、術後 16 週 125.8±35.7Nm、ST 群の術
前 113.3±45.2Nm、術後 16 週 104.9±29.4Nm で、BTB 群で差を認め術後有意に小さか
った。
【考察】
筋厚変化が筋力を反映し、BTB は大腿四頭筋の回復が遅延することが示された。ACL
術後早期における膝伸展筋力の回復を筋厚変化で評価できる可能性が示唆された。

8．ACL 再建術後の側方片脚ドロップジャンプ着地における衝撃緩衝能力の変化
演者：○杉山恭二(PT)（すぎやまきょうじ）1)、木村佳記(PT) 2)、淵岡聡(PT) 1）、多田周平(PT) 2)、山田
大智(PT) 2）、辻井聡(MD) 3）、佐藤世羅(MD) 3）、中田研(MD) 4 )、前達雄(MD) 5）
所属：1)

大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科

2)

大阪大学医学部附属病院リハビリテーション部

3)

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学講座

4)

大阪大学大学院医学系研究科スポーツ医学講座

5)

大阪大学大学院医学系研究科運動器スポーツバイオメカニクス学講座

【目的】
膝前十字靭帯再建術（ACLR）後の片脚着地動作を解析した報告は多いが、側方着地の衝撃緩
衝能力の変化は明らかではない。本研究の目的は、ACLR 後 6 か月と 8 か月における側方着地
の衝撃緩衝能力の変化を調べることである。
【対象と方法】
対象は、ACLR 後患者 13 名（膝蓋腱 4 名、半腱様筋腱 9 名）とした。術後 6 か月から側方への
片脚ドロップジャンプ着地、方向転換、アジリティを重点的にトレーニングした。術後 6 か月
（6M）と 8 か月（8M）に 20cm 台から側方 20cm に片脚で床反力計上に着地し、最大垂直成分
（Fz）、最大到達時間（peak time）、着地衝撃（loading rate: LR）を計測した。また、各時
期に 60deg/s 等速度膝伸展筋力トルクを計測し、健患側比を計算した。統計解析には対応のある
t 検定を用いて、P 値 0.05 未満を有意差ありとした。
【結果】
6M に比べて 8M は peak time（6M, 76.6±8.3 ms; 8M, 85.1±11.6 ms）が有意に延長し、LR
（6M, 43.8±13.7 BW/s; 8M, 35.1±10.8 BW/s）は有意に低下したが、Fz は有意差がなかった。
膝伸展トルク健患側比は、6M（80.3±12.4 %）に比べて 8M（93.2±11.4 %）で有意に向上し
た。
【結論】
我々のリハプログラムでは、ACLR 後 6M から 8M にかけて、側方の衝撃緩衝能力が向上する
ことが示唆された。

9．過伸展膝に対する膝前十字靭帯再建術の成績比較 骨付き大腿四頭筋腱 vs ハムストリング腱

〇山崎真哉（やまさき しんや）1)、橋本祐介 2)、飯田健 2)、韓昌勲 2)、西野壱哉 2)、木下拓也 2)、
西田洋平 2)、中村博亮 2)
1) 大阪市立総合医療センター整形外科
2) 大阪市立大学大学院医学研究科整形外科
【目的】膝前十字靭帯（以下 ACL）再建の成績不良因子として過伸展膝の存在が報告されている。
一方、近年、良好な mechanical property を持つ大腿四頭筋腱（QT）を用いた ACL 再建術が注目
されている。本研究は、過伸展膝 ACL 損傷に対し骨付き QT（以下 QTB）を用いて再建した成
績を報告する。
【方法】2018 以降に QTB を用いた ACL 再建を開始し、術前健側膝過伸展 8 度以上かつ、1 年以
上経過観察可能であった 19 例（QTB 群、男性 10 例、女性 9 例、平均年齢 22.7 歳）を対象とし、
先行研究において 2010 年以降ハムストリング腱（HT）を用いた ACL 再建を行った症例で、同
様の過伸展膝を有し、術後 1 年以上経過観察可能であった 27 例（HT 群、男性 7 例、女性 20 例、
平均年齢 25.3 歳）を比較対象とした。2 群間において、術後膝前方動揺性健患差、pivot shift test、
MRI プロトン強調像での移植腱輝度変化（Howell 分類）
、Lysholm score を比較した。
【成績】膝前方動揺性健患差は QTB 群平均 0.82±0.6mm、HT 群平均 1.89±0.6mm で有意差を
みとめた（t 検定、p=0.02）
。pivot shift test 陽性は QTB 群で 5 例（26%）
、HT 群で 14 例（52%）
であり、有意差は認めなかった（Fisher exact test, p=0.06）
。MRI での移植腱輝度変化は QTB 群
で grade 1 が 17 例、2 が 2 例であり、HT 群は grade 1 が 14 例、2 が 9 例、3 が 4 例であり有意
に QTB が良好であった（カイ 2 乗検定、p=0.02）
。Lysholm score は QTB 群 93.8、HT 群 93.2
と有意差はみとめなかった。
【結論】過伸展膝に対する ACL 再建では、12 ヶ月時点ではおいては QTB を用いた方が HT よ
りも良好な臨床成績を得ることができた．

10.前十字靭帯再建術後の軟骨変性における軟骨代謝マーカーCOMP(Cartilage Oligomeric
Matrix Protein)の有用性
○西田洋平(MD)（にしだ ようへい）1)、橋本祐介(MD)2) 、西野壱哉(MD)2)、木下拓也
(MD)2)、飯田健(MD)2)、中村博亮(MD)2)
1)大阪府済生会中津病院 整形外科
2)大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科
【目的】
軟骨代謝マーカーCartilage oligomeric matrix protein (COMP)は膝 OA の診断および進行予
測に有用であると報告されているが、早期 OA を対象にした報告は少ない。本研究の目的は、
ACL 再建患者の術前血清 COMP 値が術後の軟骨変性を予測できるか、および術前後の血清
COMP 値の変化量が早期 OA の進行を反映するかを検討することである。
【対象と方法】
ACL 再建術を施行した患者のうち、術前単純 X 線で OA 変化がなく（KL 分類で grade1 以
下）
、術前および術後 1 年で血清 COMP を計測できた 45 例を対象とした。MRI は術前と術
後 1 年に撮像し、半定量的評価として Whole-Organ Magnetic Resonance Imaging Score
(WORMS)を算出し、定量的評価として T2 マッピング撮像を行い軟骨の T2 値を計測した。
部位は膝蓋骨、大腿骨顆間、大腿骨内外顆、脛骨内外側高原の 6 か所で、その合計値も算出
した。術後 1 年での WORMS 値、各 T2 値と、術前後の T2 値の変化量について、術前の
COMP 値およびその変化量との相関を検討した。
【結果】
平均年齢は 24.1 歳で、術前 COMP 値は 125.3ng/ml、術後 1 年の COMP 値は 145.3ng/ml
であった。
術前 COMP 値と術後 1 年の WORMS 値とは弱い相関がみられた(相関係数 r=0.301、
p=0.04)が、各部位および全体の T2 値とは相関がみられなかった。COMP 値の変化量と T2
値の変化量(6 か所のうち最大変化部位)とは有意な相関を示した(r=0.363、p=0.019)。
【考察】
本研究では OA 変化のない ACL 損傷患者の術前血清 COMP 値が術後 1 年の WORMS 値と
相関した。これは COMP が術後の早期 OA 変化を予測する可能性を示した。また、軟骨の
T2 値の変化量と血清 COMP が相関したことから、COMP が直近の軟骨変性を反映するこ
とが示唆された。
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Ⅲ．肩・足・スポーツ
（11：45～12：35）
座⾧：橋本 祐介 先生
（大阪市立大学大学院 医学研究科 整形外科

講師）

11．Bristow 法と Latarjet 法術後の肩関節内外旋筋力推移の比較検討
〇藤井 貴広(PT)(ふじいたかひろ) 1)、仲見 仁(PT)1)、田中 誠人(MD)2)、 中井 秀和(MD)3)、
木下 周真(MD)3)、林田 賢治(MD)3) 1)第二大阪警察病院 リハビリテーション技術科 2)第二大
阪警察病院 スポーツ医学センター 3)第二大阪警察病院 整形外科
【目的】 ラグビー選手の肩関節前方不安定症に対する術後理学療法の目的として運動機能の改善
が挙げられ、肩関節内外旋筋力の増強は動的安定性を獲得し競技復帰する上で重要とされている。
本研究の目的は鏡視下 Bankart 修復術に Bristow 法(B 法)もしくは Latarjet 法(L 法)を併用した症
例において、術前後の肩関節内外旋筋力の変化を経時的に観察し両術式間での改善の差を調査す
ることである。
【対象と方法】 ラグビー選手の肩関節前方不安定症に対して手術を施行し、術後 6 か月以上追
跡可能であった症 例を対象とした。B 法 50 肩、L 法 24 肩であった。方法は術前、術後 3 か月、
術後 6 か月に下垂 位外旋(ER1)、90°外転位外旋(ER2)、90°外転位内旋(IR2)の等尺性筋力を計
測し、健患比を算出した上で B 法と L 法で比較検討を行った。
【結果】 筋力の経時的変化については、両術式とも全ての肢位で術後 3 か月に比べ術後 6 か月
で有意に改善し、術前との有意差なく術前相当かそれ以上のレベルに到達していた。一方、術式
間の比較では L 法で筋力の回復が遅延しており、術後 6 か月の ER1 が B 法に比べ有意に低値を
示し ER2 も低い傾向にあった。
【考察】L 法では B 法と比べ、術後 6 か月での外旋筋力の回復が不良であった。これは L 法で
の小胸筋・ 烏口上腕靭帯への侵襲や肩甲下筋・共同腱の走行位置の下方偏位により、肩関節及び
肩甲骨の安定性が低下し疼痛や脱臼不安感が惹起されやすい外旋での筋力低下が生じたのではな
いかと考えられた

12．意収縮時の肩関節外転動作における肩甲上腕リズムの特徴
○内田智也（RPT, MS）1),2)（うちだともや） 坂田淳（RPT, PhD）2)（さかたじゅん）
松尾知之（PhD）1) （まつおともゆき）
1) 大阪大学医学系研究科健康スポーツ科学講座運動制御学
2) トヨタ記念病院 リハビリテーション科
【目的】肩関節は上腕骨および肩甲骨の連動した動きにより構成されており、その割合を示す肩
甲上腕リズムは対象の年代や測定課題により異なることが報告されている。一方で、挙上速度の
違いを考慮した検討はなされておらず、ダイナミックな上腕の動きに対する肩甲骨の動きの特徴
を検討することはスポーツ傷害予防の観点で欠かせない視点である。そこで、本研究の目的は最
大随意収縮による外転運動をした場合の肩甲骨の角速度に着目し、肩関節外転動作における肩甲
上腕リズムの特徴を検討することとした。
【対象と方法】対象は健常成人男性 26 名 52 肩とした。肩関節最大随意収縮による自動外転動作
における上腕骨および肩峰に貼付したマーカークラスターの位置を三次元動作解析装置によって
測定し、胸郭座標系に対する上腕座標系および肩甲骨座標系の角速度を算出した。解析は上腕骨
の動作開始および終了の時点を角速度データから定義し、各対象者の角速度を時間正規化(0100%)した。そして、上腕骨挙上および肩甲骨上方回旋の角速度が最大値に到達する時点を算出
し、対応のない t-検定を用いて比較した。
【結果】上腕骨挙上および肩甲骨上方回旋の角速度が最大値を迎える時点は有意な差が認められ、
上腕骨が 58.3±7.1%、肩甲骨が 45.7±11.8%の時点であり、肩甲骨上方回旋が上腕骨挙上より早
期に最大値を迎えていた。
【考察】肩関節最大随意収縮の場合、外転動作における上腕骨および肩甲骨動作は近位部に位置
する肩甲骨の上方回旋が遠位部に位置する上腕骨の挙上動作に先行して生じていることが明らか
になった。

13.ラグビーのタックル動作時に生じる体部および頭部の合成加速度について
〇原

賢二（AT）（はら

けんじ）1)

副島 崇（MD）1) 高畑裕美（その他）2)

藤田和樹（その他）2)

山田睦雄（MD）3) 山下明浩（MD）4) 村上秀孝（MD）4，5) 中田 研（MD）1) 前田

朗（MD）1，6)

1)

久留米大学人間健康学部スポーツ医科学科

2)

大阪大学大学院医学系研究科健康スポーツ科学講座

3)

流通経済大学スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科

4)

久留米大学整形外科

5)

鷹の羽会村上外科病院

6)

まえだ整形外科博多ひざスポーツクリニック

【目的】
タックルは、ラグビーの基本プレーである一方、最も外傷が発生しやすいプレーでもあ
る。このタックル動作中に選手の身体にどのような衝撃が加わっているのか、未だ十分な知
見がない。そこで，本研究ではタックル動作における頭部および体部の衝突時の加速度測定
を行い、その特徴について検討したので報告する。
【対象と方法】
社会人および大学生ラグビー選手 44 名に、ワイヤレスモーションセンサを後頭部および
体部に装着し、3m の助走で重さ 80kg のタックルダミーに向けて全力でタックルを行わ
せ、その間の加速度データを取得した。1 選手につき左右各々3 種類の高さのタックルが行
われた。得られたデータから 3 軸合成加速度を算出し、選手がタックルダミーにコンタク
トした直後の最大合成加速度について検討した。
【結果】
頭部および体部の 3 軸合成加速度の全体平均は、それぞれ、26.3±16.0 G、11.6±4.8 G
で、体部よりも頭部に有意に大きな加速度が生じていた。頭部と体部の合成加速度には正の
相関が見られたが、r=0.261 と極めて弱く、頭部に発生する合成加速度は様々な要因に影響
されている可能性が示唆された。
【考察】
タックルダミーに対する理想的なタックル動作においても、頭部には体部よりも大きな合
成加速度が発生しており、その要因を明らかにすることが、脳振盪や頭頸部外傷発生の予防
になると考えられた。

14.圧力波とスタティックストレッチの比較
足関節背屈角度に着目して
和田翔（わだ かける）1)小林佑介 1）佐竹勇人 1）井上幸輝 1）河口泰之 1）熊井司 2）
1）医療法人和幸会 阪奈中央病院スポーツ関節鏡センター
2）早稲田大学 スポーツ科学学術院
はじめに
関節可動域（以下 ROM）を拡大する方法として、従来より静的ストレッチング（以下 SS）が
用いられているが、近年では拡散型圧力波（以下 RPW）の報告も増加してきている。今回、足関
節背屈角度に着目して RPW と SS の介入効果の比較を行った。
対象と方法
健常成人 25 名 25 脚を対象とした。介入に関して、RPW は下腿三頭筋全体と他動背屈時の伸
張痛が生じた部位へ照射した。SS は 30°の傾斜台に背屈位で片足立ちにて 2 分間実施した。計
測項目は、臥位で膝関節伸展位の足関節自動背屈角度（以下 DF）
、立位で脚を前後に開いた膝伸
展位の足関節背屈角度（以下 LA）
、ウォールテスト（以下 WT）とした。DF と LA は 3 回実施し
平均値を算出した。計測は各介入前後に行った。統計方法は正規性の検定後、t 検定もしくはウィ
ルコクソンの符号順位検定を行い、有意水準は 5％未満とした。
結果
RPW では DF（12.7±7.0°から 14.6±8.2°）
、LA（44.3±5.0° から 47.0±5.5°）
、WT（13.8
±2.3 ㎝から 14.5±2.4 ㎝）SS では DF（14.8±8.2°から 17.0±7.4°）
、LA（43.0±4.3°から 46.0
±4.0°）
、WT（13.8±2.4 ㎝から 14.3±2.4 ㎝）すべての測定で有意に増加していた。また、RPW
と SS のそれぞれの変化量は DF（RPW2.0±3.1°、SS2.2±2.5°）、LA（RPW2.7±3.2°、 SS3.0
±2.9°）
、WT（RPW0.7±0.7 ㎝ 、SS0.4±0.6 ㎝）で双方に有意差は認めなかった。
考察
本研究の結果から、足関節背屈角度の拡大に対して、各介入前後では効果が認められたが、2 群
間での効果の差は認められなかった。RPW、SS 共に、関節角度を拡大させる効果があると考えら
れる。様々な ROM の評価を用いたが、両者の違いを明らかにすることができなかった。今後 RPW
と SS の ROM 改善に対する作用機序やパフォーマンスに対する影響なども検討していきたい。

15.大学バスケットボール部に対する Jones 骨折検診の縦断調査
○氏名 池田 樹広（MD.）(いけだ しげひろ)1)
氏名 田中 一成（MD.）1)
氏名 大槻 伸吾（MD.)2)
1) 貴島病院本院 整形外科
2) 大阪産業大学 スポーツ健康学部
【背景】
近年 Jones 骨折の予防に向けて発生頻度の調査や、
障害メカニズムの研究が多く報告されている。
今回我々は大学バスケットボール部員を対象に Jones 骨折検診を継続して施行したので、その結
果を報告する。
【対象と方法】
関西学生バスケットボール連盟 1 部所属のバスケットボール部に対し、初回から約 1 年後に連続
してエコーを用いた Jones 骨折検診を施行した。事前に Jones 骨折に関するアンケートを学生に
配布し骨折の既往歴を調査した。検診当日は、第 5 中足骨基部の圧痛の有無、エコーによる第５
中足骨の評価、また一般的な下肢柔軟性を評価した。確定診断はレントゲン検査 3 方向（正面、
側面、斜位）を行った。
【結果】
検診を受けたのは 2018 年 50 人、2019 年 37 人であった。そのうち 2 年連続で検診を受けたのは
28 人であった。エコーで陽性所見を認めたのは初年度 6 名 7 足(7%)、次年度 6 名 7 足(9%)であ
った。2 次検診受診率は初年度 100%で 2 名 2 足は不全骨折、1 名 1 足は過去の骨折による骨皮質
の肥厚、2 名 2 足は Jones 骨折術後、2 名 2 足は偽陽性であった。次年度の 2 次検診受診率は 70%
で 1 名 1 足は完全骨折、2 名 2 足は過去の骨折による骨皮質の肥厚、1 名 2 足は Jones 骨折術後
であった。
【結論】
今回我々は大学バスケットボール部員に対して Jones 骨折検診の縦断調査を施行した。有病率は
初年度 2%、次年度 1%であった。
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Ⅳ．中高年・膝
（12：55～13：35）
座⾧：濱田 雅之 先生
（JCHO 星ヶ丘医療センター 副院⾧）

16.中高年者における膝前十字靭帯再建術後の膝関節機能、心理的因子およびスポー
ツ復帰について―若年者との比較も含めた検討―
○上田 雄也（PT）(うえだ ゆうや)1）、松下 雄彦(MD)2）
、柴田 洋平(PT)3）
、三
浦 大祐(PT)3）
、瀧口 耕平(PT)3）、小野 くみ子(PT)1）、木田 晃弘(PT)3）
、小野 玲
(PT)1）、⾧井 寛斗(MD)2）、神崎 至幸(MD)2）、星野 祐一(MD)2）、酒井

良忠

(MD)4）
、黒田 良祐(MD)2）
1）神戸大学大学院 保健学研究科
2）神戸大学大学院 医学研究科

整形外科

3）神戸大学医学部附属病院 リハビリテーション部
4）神戸大学大学院 医学研究科

リハビリテーション機能回復学

【目的】
中高年における前十字靭帯(ACL)再建術後の膝関節機能、心理面およびスポーツ復帰
率について若年層と比較するとともにスポーツ復帰に関連する要因について検討す
る。
【対象と方法】
ACL 再建術後 1 年時に膝機能測定が行われた 148 名を対象とした。膝関節機能とし
て、等速 60°/s の膝伸展・屈曲筋力、片脚幅跳び距離を測定した。心理面として ACLReturn to Sports after Injury(ACL-RSI)を測定した。スポーツ復帰について、術後 1 年
時点で受傷前に行っていたスポーツが行えているか聴取した。統計解析として、対象
を 30 歳以上・未満の 2 群に分け、各測定項目を比較した。また 30 歳以上の群におい
て、受傷前スポーツに復帰した者としていなかった者での各測定項目の比較も行った。
【結果】
30 歳以上の群は 30 歳未満の群と比較して、術後 1 年の膝伸展・屈曲筋力、片脚幅跳
び距離、ACL-RSI およびスポーツ復帰率（78.6% vs 50.0%, p < 0.01）が有意に低か
った。30 歳以上において、スポーツに復帰していない者は復帰している者と比較し
て、術後 1 年時点の膝関節機能に有意な差は認めなかったが ACL-RSI が有意に低い
値であった
【考察】
中高年者の ACL 再建術後のスポーツ復帰に向けては、膝関節機能の改善とともに心
理面の改善がより重要となる可能性が示唆される。

17.「関節鏡視下半月板縫合術後成績と年齢の関連についての検討」
〇飯田 健 1) MD いいだ

けん

橋本祐介 1)、MD, PhD はしもと ゆうすけ
韓

昌勲 1)、MD はん ちゃんふん

西田 洋平 1) MD, PhD にしだようへい
西野 壱哉 1) MD にしのかずや
木下 拓也 1) MD きのした たくや
中村博亮 1) MD, PhD, Prof. なかむら ひろあき
1)大阪市立大学大学院医学研究科整形外科
【背景】
スポーツ愛好家の増加に伴い、中高年のスポーツ傷害が問題となっている。今回、鏡視下半月板
縫合術の術後成績と年齢の関連について検討を行った。
【方法】
対象は 2018 年 7 月から当院にて鏡下半月板縫合術を行い、術後半年以上フォロー可能であった
34 例とした。手術時年齢が 40 歳未満を A 群、40 歳以上を B 群として、半月板損傷の断裂形態や
術中の軟骨損傷の程度、術後臨床成績について比較検討を行った。
【結果】
手術時平均年齢は A 群 17.9±8.0 歳 B 群 47.9±7.3 歳であった。
術前 Tegner Activity Scale (TAS）
には両群に有意差がなかったが、術前 Lysholm score、IKDC、 KOOS ADL 項目、sports 項目は
有意に A 群が B 群より高かった。術中 ICRSgrade3 以上の軟骨損傷を有する割合は A 群 8.3%B
群 55.6％と B 群で有意に高かった。半月板断裂形態については両群に有意差はなかった。術後 4、
８週屈曲可動域は A 群より B 群で有意に低かった。最終経過観察時の屈曲伸展可動域は有意差を
認めなかった。最終経過観察時の TAS、Lysholm score、KOOS ADL 項目には有意差がなかった
が、IKDC、KOOS sports 項目は A 群の方が有意に高かった。最終経過観察時の IKDC 及び KOOS
sports 項目について年齢と負の相関を認めた。
【考察】
日常生活レベルの復帰に関しては年齢に関連なく術後臨床成績は良好であったが、スポーツ復帰
時成績に関しては有意差を認めた。軟骨損傷の程度が活動性向上時に成績に影響を与えた可能性
や、術後亜急性期のリハビリの遅れなどが原因として考えられた。亜急性期の積極的なリハビリ
指導などが重要と考えられた。

18.中高年における変形性膝関節症による膝疼痛発症後のスポーツ復帰について
○井上 雅之（PT）(いのうえ まさゆき)1）
1）

飯田 晋（PT）1）

渡邊 博史（PT）

蕪木 武史（PT）1） 佐藤 卓（MD）2）

1）新潟医療センター

リハビリテーション科

2）新潟医療センター

整形外科

【背景】我が国における中高年におけるスポーツ実施率は増加傾向にあり健康増進に
寄与している。一方、スポーツへの参加は変形性膝関節症(OA 膝)のリスクを高める
可能性が示唆されており、疼痛・機能障害はスポーツ継続を困難にする。OA 膝の初
期治療においては保存療法が推奨されているが、スポーツ復帰率を報告した文献は少
ない。
【目的】当院における中高年 OA 膝の保存療法によるスポーツ復帰の調査と関連因子
の特定。
【対象と方法】2017.4.1~2020.3.31 に当院を受診し OA 膝と診断され保存療法で治療
された 40 歳以上の症例からスポーツ活動を中止している症例を抽出した。保存療法
後のスポーツ復帰、復帰レベル、性別、年齢、Kellgren-Lawrence 分類(K-L)、Tegner
activity scale(TAS)、膝手術既往を後方視的に調査し、スポーツ復帰、復帰レベルをそ
れぞれ従属変数、その他を独立変数としたロジスティック回帰を用いて分析した。
【結果】47 名(男性 22 名、女性 25 名)が抽出され、平均年齢 59.4±10.6 歳、K-L 中
央値 2、TAS 中央値 5、膝手術既往 15.7%であった。スポーツ復帰は全体で 70.2%、
うち元のレベルは 19.1%、レベル低下は 42.6%、レベル不明は 8.5%であった。疼痛
改善せず手術に至ったのは 21.3%、スポーツ活動を中止したのは 8.5%であった。ス
ポーツ復帰を従属変数とした分析では有意な変数はなかったが、復帰レベルでは
TAS(OR2.20;95%信頼区間 0.05-9.31)が有意な因子として挙がった(P<0.05)。
【考察】復帰レベルには TAS が関連しており、高負荷スポーツへの復帰に際してレ
ベルを下げることで適応している可能性が示唆された。

19.膝内側半月板後角・後根損傷に対するプルアウト縫合術の骨孔位置による半月板縫合糸の変
位量の検討
Difference in Meniscus Movement Depending on The Bone Tunnell

in Medial Meniscus

Posterior Root Repair
瀧上順誠（たきがみ じゅんせい）
、橋本祐介、富原朋弘、谷内政俊、勝田紘史
背景：膝内側半月板後角・後根損傷（MMPRT）に対してプルアウト縫合する際に、骨孔位置に
より縫合半月板にかかる緊張の違いに関して、十分わかっていない。
目的：プルアウト縫合時の骨孔位置別の半月縫合糸の変位量を検討すること
方法：MMPRT の診断で半月板プルアウト縫合した症例のうち、術中プルアウトした半月板縫合
糸を用いて、膝屈曲伸展他動運動をさせ縫合糸の⾧さ変化計測ができた 31 例 31 膝（男 8 女 23、
平均 60.4 歳）を対象とした。術後 CT にて骨孔中心位置を後ろ向きに評価し、A 群：解剖学的付
着部、B 群：A 群の内側かつ前方に 5mm 以上離れた部位、C 群：A 群の内側かつ後方に 5mm 以
上離れた部位、の 3 群に分けた。術中縫合糸にアイソメトリックポジショナーを脛骨関節外骨孔
入り口に固定し、屈曲 120 度から伸展 0 度まで膝関節他動運動時の縫合糸の変位量を計測した。
結果：A 群 15 例（48.4%）
、B 群 9 例（29.0%）
、C 群 7 例（22.6%）であった。平均半月板変位
量はそれぞれ A 群 2.5 mm（1-7mm）
、B 群 3.8mm（1-8mm）
、C 群 0.93mm(0-4mm)で、B 群と
C 群で有意差があった（p=0.0096）
。
考察：骨孔位置別の半月縫合糸の変位量について、解剖学的付着部の場合は約 2-3mm、それより
内側・前方になる B 群では大きくなり、内側・後方になる C 群ではほぼアイソメトリックであっ
た。半月板変性を基盤として生じる MMPRT に対するプルアウト縫合において、縫合部の過緊張
による半月板カットアウトを防ぐ意味で、解剖学的付着部より 5mm 内側かつ後方に位置させた
骨孔位置がより安全である可能性がある。

シンポジウム
「中高年の下肢スポーツ傷害」
（13：40～14：55）

座⾧：石橋 恭之 先生（弘前大学大学院

医学研究科

整形外科学講座

教授）

座⾧：大森 豪 先生（新潟医療福祉大学

健康科学部健康スポーツ学科

教授）

1.運動器の加齢変化
橋本 祐介（はしもと ゆうすけ）
大阪市立大学大学院 整形外科学講座
2000年にWHO（世界保健機関）が健康寿命を提唱して以来、寿命を延ばすだけでなく、いかに
健康に生活できる期間を延ばすかに関心が高まっている。本邦では平均寿命・健康寿命の差が男
性8.84年、女性12.35年であり、厚生労働省は健康日本21（第二次）を推進している。日常的に
運動に取り組むことで将来的な内科的疾病予防だけではなく、メンタルヘルスの維持、腰痛、膝
痛が改善することが期待されている。しかしながら中高年の靭帯、腱、軟骨に代表される運動器
は加齢的変化が潜在的に生じていると考えられる。つまり中高年の運動器は若年者とは異なった
生理作用を有している可能性がある。加齢的変化として注目されていることは細胞自体の劣化、
細胞外マトリクスの劣化、AGE（終末糖化産物）の蓄積などである。運動器（腱・靭帯、半月
板・軟骨）に関しても同様の加齢的変化が報告されている。整形外科、メディカルスタッフが治
療する際には上記の状況を考慮しながら、外科的治療、理学療法を行う必要がある。本シンポジ
ウムでは、各分野でのエキスパートの先生方をお招きし、中高年のある程度変性した組織を最大
限の機能を引き出す方法、組織破壊が起きないような工夫など、外科的治療からリハビリテーシ
ョンまでご講演いただく。

２.ランニング障害
〇立命館大学スポーツ健康科学部 篠原靖司（しのはら やすし）
早稲田大学スポーツ科学学術院 熊井 司
スポーツ医学の発展によりアスリートの選手寿命は延びているだけでなく、「人生 100 年時代」と言
われる昨今において、健康寿命を向上させる取り組みとしてのスポーツ活動に関心が集まっている
ことから、近年スポーツ活動は中高年者にとっても非常に身近なものとなった。
実際、健康のために中高年者が実施しているスポーツは、ウォーキング、ランニングが大部分を占
めていることから、中高年者によるランニング障害を我々が一般診療において目にする機会が増
加している。
一般的にスポーツ障害は使いすぎによるオーバーユーズが要因となっており、これらは組織の変性
を基盤としていることから、経年性変化として組織変性を有する中高年者は容易にスポーツ障害
へ罹患しやすいことが予想される。特にオーバーユーズが要因であるランニング障害は、類似した
病態や隣接部位に別疾患が存在・併発することから診断をつけることが難しい。これが適切な治
療選択を困難とさせ、結果として十分な治療効果を得ることができないことにつながる。つまり、疾
患を理解した上で、発症や再発の予防、症状改善のための方策を取ることが重要となってくる。
本シンポジウムでは中高年者におけるランニング障害の特徴および代表的な疾患の病態を解説
し、病態から考えた治療のポイントを解説する。

３.膝前十字靭帯
◯前 達雄（まえ たつお）1、辻井 聡 2、佐藤世羅 2、廣瀬毅人 2、中田 研 3
1. 大阪大学大学院医学系研究科 運動器スポーツバイオメカニクス学
2. 大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科学
3. 大阪大学大学院医学系研究科 健康スポーツ科学

本文（600 字前後）
膝前十字靭帯(ACL)は、ラグビー、アメリカンフットボール、柔道などの接触型スポーツや、バス
ケットボール、ハンドボールなどの非接触型スポーツによる損傷の報告が多い。近年、ACL 再建
術の術後成績の安定とともに、手術の適応が徐々に広がり、スポーツ継続を希望した場合や日常
生活動作で膝くずれが生じる場合には年齢制限なく再建術が選択される。そこで今回、中高齢者
の ACL 損傷の特徴を調べることを目的とし、2010 年 9 月から 2020 年 8 月までの 10 年間に ACL
再建術を行った 40 歳以上の症例 45 膝（全症例の 14％）
、男性 18 例、女性 27 例、平均年齢 47 歳
（40～61 歳）の受傷機転や受傷までの期間、再受傷などを調査した。受傷機転は、スキーが 9 膝、
サッカー5 膝、バスケットボール 5 膝とスポーツ活動にて受傷した症例は 33 膝あったが、転倒や
転落、膝を捻ったなどの日常生活での受傷が 12 膝にあった。受傷から手術までの期間が 1 年以上
の症例は 12 例と、最近の ACL に対する治療に比べ受傷後⾧期に放置されていた。術後成績は良
好で、再受傷症例も認めず、スポーツ復帰後は慎重にスポーツ活動を行う傾向にあった。過去の
報告でも、中高齢者の ACL 損傷に対する術後成績は概ね良好である。Kinugasa ら（Arthroscopy
2012）は中高齢者の ACL 再建術後 13～15 ヶ月時の再鏡視にて移植腱を評価し、靭帯の滑膜被覆
が若年者と比べて不良であった一方で、活動性が低いことから術後成績は良好であったことを報
告し、若年者との治癒過程の違いを示した。したがって、中高齢者の ACL 損傷は若年者と異なる
点を理解した上で、スポーツあるいは日常生活への復帰を目指して治療を行うのが望ましいと考
える。

４．半月板変性・損傷
辻井 聡（つじい あきら）1,2)、李 知香 3)、米谷 泰一 2)、衣笠
秀二 6)、濱田

和孝 4)、中村 憲正 5)、堀部

雅之 2)

1）

大阪大学大学院

2）

星ヶ丘医療センター

3）

JCHO 大阪病院

4）

大阪労災病院

5）

大阪保健医療大学

6）

大阪府立大学

‘Save the Meniscus’の理念の下、半月板組織・機能温存が重視され、特に外傷性損傷に対しては年
齢を問わず縫合術による治療機会が増えている。我々が経験した症例においては、外側半月板の
縦断裂単独損傷に対する縫合術後の単純 X 線変化や、前十字靭帯再建術時の外側半月板縫合術後
の半月板治癒において年齢の影響を認めなかった。一方で、変性断裂に対しては保存療法を第一
とするものの、治療抵抗例には切除術が行われることもあり、半月板温存が困難な場合もある。
このように半月板の治療は外傷性損傷か変性断裂かを見極めることから始まる。
一般に変性と老化は同義として扱われやすいが、若年でも外傷後に半月板の変性を来たすことが
あり、これは老化と異なる。今回のテーマである‘中高年’の半月板では、生理的な老化と変性の両
者が混在していると考えられる。生理的な老化に伴い組織内のコラーゲンの糖化架橋(AGEs)が蓄
積し、半月板組織は硬く脆く変化する。そこへ、荷重や屈伸などの負荷が繰り返し加わり変性断
裂に至ると推測している。‘変性’と‘老化’は明確に区別できないが、その言葉の扱いには注意が必
要である。
臨床上注目すべきは、半月板修復に必要不可欠な辺縁の血流は老化が進んでも比較的維持される
点である。つまり、中高年の外傷性損傷に対しては、生理的老化が背景にあろうとも縫合術によ
る組織温存・機能維持を目指すべきと考える。

５.変形性膝関節症
〇新潟医療センター整形外科 佐藤 卓（さとう たかし）
新潟医療センターリハビリテーション科 井上雅之
新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科 大森 豪
高齢化と健康志向の高まりによって中高年のスポーツ愛好者とそれに伴う変形性膝関節症
（OA）も増加している. 中高年であってもスポーツを継続することは様々な面で重要であり, 治
療にあたってはできる限り発症前に近いレベルでの復帰を目指して患者のニーズに応える姿勢が
必要である. 一般的には保存治療が第一選択であるが, スポーツ活動自体がその要因となってい
ることが多いため, 活動性の再獲得は容易ではなく, 充分な満足度が得られているとは言い難い.
予防や理学療法の更なる工夫が必要である. 手術治療を検討する場合, その適応については充分
に慎重となるべきである. 一般に高活動性の症例には膝周囲骨切り術が推奨され高いスポーツ復
帰率が報告されているが, その目標アライメントに関しては controversial であり, ⾧期成績や新
しい治療モダリティとの組み合わせ等も含めて今後の更なるエビデンスに期待したい. 近年は人
工関節置換術後のスポーツ活動についても多くの報告があるが, 施行時年齢が低いほど⾧期耐用
性が低下することが示されており, 高活動性症例では早期 failure が危惧される. 本発表では中高
年における OA とスポーツについて, 各治療法に関する最近の知見を review し, 当院での治療成
績を踏まえて適切な対処法と今後の展望について議論したい.

アフタヌーンセミナー
「コロナ時代のスポーツ医科学サポートと研究開発」
（15：00～16：00）
座⾧：吉矢 晋一 先生
（西宮回生病院

整形外科

顧問）

コロナ時代のスポーツ医科学サポートと研究開発
大阪大学大学院医学系研究科 健康スポーツ科学講座 スポーツ医学
中田 研
2019 年 12 月よりの新興感染である新型コロナ感染症のため世界的に人との接触を避ける『Stay
home』戦略がとられ、2020 東京オリパラを含む世界のスポーツ活動が低下した。スポーツは健
康維持のために必要な身体活動であるが、以前より身体活動は世界的に不足し、
『身体不活動パン
デミック』（Lancet 2012, WHO 2020）と言われていたが、感染予防のための Stay home 戦略に
より今まで以上に身体不活動が深刻となり「Dual Pandemic」となった（2020 Prog Cardiovasc Dis）
。
大学１年生の日常生活身体活動度は 2019 年は 6METs 以上の高強度身体活動(VPA)は週平均
60.3±59.6 分（平均±S.D.）であったが、2020 年４月非常事態宣言後は 18.5±13.0 分と統計学
的有意に低下した。
感染リスク低減スポーツ活動のために、スポーツ活動中映像から AI によるヒト認証と位置推
定から２人が 2m 以内の近接を検出し、その時間（秒数）をカウントして『密接』
『密集』の検出
定量化プログラムを開発し、スポーツ活動中の「濃厚接触者」可能性の近接はないことを明らか
にした。
今後、このような感染リスクを低減して、身体活動量を定量化して評価する方法が、コロナ時
代のスポーツの安全なスポーツ活動に有用と考えられる。

教育研修講演
「centralization 法の理論と実践」
（16：10～17：10）
座⾧：史野 根生 先生
（行岡病院 スポーツ整形外科センター⾧・顧問）

Centralization 法の理論と実践
古賀 英之
東京医科歯科大学大学院運動器外科学

半月板の逸脱は hoop 機能の破綻を示唆し、荷重分散機能を低下させ変形性関節症（OA）の進行
と相関する。半月板切除後には半月脛骨関節包の弛緩などにより半月板の連続性が保たれていて
も逸脱が生じる。また円板状半月では辺縁部を温存しても、collagen fiber の配列異常や変性によ
り逸脱を生じる例が存在する。我々はこのような半月板逸脱例に対して、逸脱した半月板をアン
カーを用い内方化させる鏡視下 centralization 法を開発した。
ピッグモデルにおいて centralization
法は逸脱半月板を整復するとともに、逸脱によって上昇した脛骨荷重圧を正常と同程度に低下さ
せた。またラット半月板逸脱モデルにおいて、逸脱によって生じる軟骨変性が centralization 法に
より抑制された。以上をふまえ、外側半月板（LM）切除術後の逸脱や、初回手術でも修復不可能
な LM 逸脱例、円板状半月例を適応として行った鏡視下 centralization 法の 2 年成績は良好であ
った。
現在では同法の適応を拡大している。LM 切除後欠損による外側 OA に対しては、同法を応用し
て半月脛骨関節包を剥離し半月板切除縁が正常半月板内縁部にくるようにアドバンスさせる半月
板形成法を行うことにより良好な 2 年成績が得られている。また内側半月板後根断裂(MMPRT)
のプルアウト修復に対し centralization 法による補強を加えることにより、cadaver study では半
月板逸脱および脛骨高原の荷重圧を有意に減少させ、また内反アラインメント症例では骨切り術
を併用することにより、良好な短期臨床成績を得ている。また最近では、陳旧性の MMPRT に
おいて従来の方法では整復が困難であった後内側部の逸脱に対し、knotless anchor を用いた新た
な手技を開発したので紹介する。

