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1. 留学中に実施した研究テーマ 

既存の計測方法にて動作時における骨盤、大腿骨の三次元的な位置や股関節角度を正

確に計測するのは困難である。そのため、ユタ大学では 2 方向から得た透視画像と CT

画像をマッチングさせることにより動作時の骨盤、大腿骨の位置を正確に求める Dual 

fluoroscopy（DF）、model based tracking（MBT）を開発した。本装置を用いて以下 3

点の研究を行った。 

 

a. 立位と歩行時の大腿骨回旋角に関して 

大腿骨の回旋は股関節において重要なパラメーターである大腿骨の機能的な前捻に

影響を及ぼす。過去に大腿骨回旋角は仰臥位、立位において解析されてきたものの、

動作中に正確に回旋を測定した研究はなかった。そのため、DF,MBTを用いて歩行時の

大腿骨回旋を計測し、その結果を立位の回旋角と比較、検討を行った。 

 

b. 立位と歩行時の大腿骨頭被覆に関して 

大腿骨頭被覆の評価は一般的に仰臥位、または立位のレントゲンか CT 画像を用いて

行われる。しかし、本来は仰臥位・立位などの静止状態における解析だけでなく、一

番股関節に力が加わる動作中の解析も行うことが望ましい。そのため、歩行時の大腿

骨頭被覆量を計測し、その量を立位における被覆と比較、検討を行った。その際、大

腿骨頭の表面を上方、前方、下方、後方の 4 部位にわけ、それぞれで検討を行った。 

 

c. 異なる座標系を用いた際に計測される股関節角度の差 

股関節角度を計測する際には様々な座標系が用いられており、バイオメカニクス研究



で広く用いられている座標（骨盤、大腿骨：International Society of Biomechanics 

[ISB]座標）と臨床で頻用される座標（骨盤：anterior pelvic plane、大腿骨：table 

top plane）に大別される。バイオメカニクス研究は股関節の状況を把握するのに重

要であるが、一般的に ISB座標で解析されているため、その結果をそのまま臨床で用

いられる座標に変換することはできない。そのため、選択座標によってどのように股

関節角度が変化するかに関して歩行時、前方インピンジメントテストを用いて解析を

行った。 

 

画像計測の際にレントゲン画像や CT画像を用いてマニュアルで角度や距離が計測され

ることが多い。しかし、マニュアル計測は誤差に富み、検者内・検者間誤差の影響を無

視することができない。そのため、Matlabを用いた計測手法のプログラミングを行い、

コンピューター上で自動的に計測することを試みた。この手段を用い、下記 3種類の研

究を行った。 

 

d. Femoroacetabular impingement診断の際のレントゲン肢位に関して 

骨盤と大腿骨が継続することによって発生する Femoroacetabular impingement（FAI）

は近年若年者の股関節痛の要因として着目されており、将来の変形性股関節症に繋が

る可能性も示唆されている。一般的に FAIは症状、理学所見、画像所見を合わせて診

断され、画像検査に際しては骨頭頚部移行部に生じる bump（cam morphology）が存在

するか否かを捉えることが重要である。画像診断ではスクリーニングとして一般的に

レントゲン画像が用いられるが、股関節のレントゲンには様々な撮影肢位があり、ど

の撮影肢位が Cam morphology の診断の際に有用であるかは不明である。今回

computer modelling を用い、頻用される 10 種類のレントゲン肢位（正面、Meyer 

lateral, 45°Dunn, modified false-profile, Espié Frog-leg, modified 45°Dunn, 

Frog-leg lateral, Cross-table, 90°Dunn, false-profile）においてどの部位の骨

頭頚部移行部が描出されているかに関して解析を行った。  

 

e. 骨盤傾斜による大腿骨頭被覆の変化に関して 

骨盤傾斜によって寛骨臼による大腿骨頭被覆は変化する。過去に骨盤傾斜がどのよう

に肢位によって変化するか、また股関節手術後どのように変化するかに関して研究が

行われてきた。しかし、実際の骨頭被覆が骨盤傾斜の変化とともにどのように変化す

るかに関して詳細に解析した報告は少ない。今回骨頭を 4 部位（上方、前方、下方、

後方）に分けたうえで骨頭の三次元被覆が骨盤傾斜に伴ってどのように変化するか骨

盤傾斜を-30°から 30°まで変化させることにより解析を行った。 

 

f. 骨盤正面像からの骨盤傾斜の推測 



股関節手術の際に参照が必要な骨盤傾斜は一般的に骨盤のレントゲン側面像から計

測される。一方、臨床において股関節疾患診断のためには一般的に骨盤前後像のレン

トゲンが用いられ、仮に骨盤傾斜を骨盤正面像から推測することができると有用であ

る。そのため、骨盤の表面モデルを用い、骨盤傾斜を-20°から 20°まで変化させた

際に正面像で計測可能なパラメーターがどのように変化するかに関して解析を行っ

た。 

 

2. 留学期間中の研究成果 

a. 立位と歩行時の大腿骨回旋角に関して 

股関節回旋角は歩行時に変化（range: 2.8°-11.8°）を認めたものの、立位におけ

る股関節回旋角との間に強い正の相関を認めた(r = 0.679, p = 0.022)。また、回旋動

作時の最大・最小股関節回旋角と静止時の股関節回旋角の間にも有意な正の相関を認

めた(r = 0.754, p = 0.007、ならびに r = 0.835, p = 0.001)。以上をまとめ、論文報告

を行った（Uemura K et al. Gait Posture. 2018 Mar;61:276-281)。 

 

b. 立位と歩行時の大腿骨頭被覆に関して 

骨頭４部位の％被覆は歩行時、立位で近似しており、最大の差は前方領域における

5.3％であった。歩行時 4 部位の被覆は大きく変化したが、骨頭全体の被覆の変化は

わずか２％であった。立位と歩行時の骨頭被覆の相関はそれぞれの部位で相関係数

0.8 以上であり、特に立脚期を中心に強い相関を認めた。以上の結果は学会で award

を獲得した（写真１）。また、研究内容をまとめ、論文報告を行った(Uemura K, Atkins 

PR, Maas SA, Peters CL, Anderson AE. Clin Anat. 2018 Nov;31(8):1177-1183)。 

 

c. 異なる座標系を用いた際に計測される股関節角度の差 

歩行時、前方インピンジメントテスト時の股関節角度は選択する座標系により 5°以

上の差を認めた。しかし、それぞれの座標を作成する際に必要な骨盤、大腿骨上のラ

ンドマークの位置を CT画像で計測し、その角度を offsetとして用いると、座標間の

差は誤差１°以内で推測することが可能であった。これは異なる座標系を用いた研究

の結果を他の座標を用いた解析に使用することができることを示唆していた。以上を

まとめ現在論文投稿中である。 

 

d. Femoroacetabular impingement診断の際のレントゲン肢位に関して 

正面、Meyer lateral, 45° Dunn, modified false-profile, Espié Frog-leg, 

modified 45°Dunn, Frog-leg lateral, Cross-table, 90°Dunn, false-profileは

平均するとそれぞれ骨頭頚部移行部の 12:01, 1:08, 1:40, 2:01, 2:14, 2:35, 2:45, 

3:00, 3:13, 3:44 の部位を描出していた。本結果を参照すると効率的に Cam 



morphologyを伴う femoroacetabular impingementを診断することが可能であると考

えられた。以上をまとめ、論文報告を行った(Uemura K, et al. Arthroscopy. 2019 

Jun;35(6):1796-1806)。 

 

e. 骨盤傾斜による大腿骨頭被覆の変化に関して 

骨盤傾斜の変化（前傾）により、前方の骨頭被覆は直線的に増加したのに対し、後方、

下方の骨頭被覆は直線的に減少した。上方に関しては凸の形で二次元関数的に変化を

認めたが、その変化量は少なく、骨盤傾斜の変化 60°に対して最大 6.5％であった。

本結果は学会(19th annual meeting of International society for Computer 

Assisted Orthopaedic Surgery)にて口演発表を行い、現在論文投稿中である。 

 

f. 骨盤正面像からの骨盤傾斜の推測 

骨盤傾斜の変化に伴って骨盤前後像で計測可能なパラメーターも著明に変化した。パ

ラメーターの変化量は症例による差が大きく、それぞれのパラメーターを単純な指標

として骨盤計測を推測するのは困難と考えられた。一方、骨盤傾斜の変化量を求める

際は仙尾骨関節―恥骨結合間の距離は比較的症例間のばらつきが小さく、用いること

ができる指標であると考えられた。本研究は学会発表に採択され(32nd Annual 

Congress of International Society of Technology in Arthroplasty)、今後発表予

定である。また、論文に関しては現在投稿中である。 

 

3. 今後の研究計画 

ユタ大学で行った Matlab による解析、ならびに大腿骨頭被覆の解析の際に使用した

Postview（ユタ大学で開発されたソフトウェア）を用いて、今後も寛骨臼形成不全、変

形性股関節症の解析を続ける予定である。また、今回留学中に行った研究は立位、仰臥

位における計測が動態（歩行時）と相関があることを示す結果であり、今までに行って

きたレントゲン画像解析を意義づけ、研究を継続することを裏付けるものであった。そ

のため、大学院生の際に行った CT 画像とレントゲン画像をマッチングさせる 2D-3D 

registrationの手法をさらに発展させていきたいと考えている。 

 

4. その他と謝辞（現地での生活・交流の様子など） 

刺激的な 2 年間を送ることができ、計測に際して新たな工学的スキルを身に着けるこ

とができたことは私の今後の研究生活の礎になるものだと信じています。研究面・日常

生活の両面において常に親身だった上司の Dr. Anderson、そして全くソフトの使い方も

わからなかった私を一から指導してくれた Dr. Atkins に感謝いたします。また、このよ

うな貴重な経験をさせていただくにあたり、2 年間助成金によるサポートをしていただ

いた中谷医工計測技術振興財団の方々に深く感謝いたします。留学先で学んだスキル



を今後の研究生活に生かせるようこれからも精進していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 オーストラリア メルボルンで開催された International Society for Hip Arthroscopy 

(ISHA)で Student biomechanics award を受賞した際に上司の Dr. Anderson と撮影 

 

 

写真 2 被験者として体表マーカーを用いた研究に関与 

 


