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論文審査の要旨 

 

内反型変形性足関節症の病期診断は、従来より荷重時単純 X 線正面像のみを用いて為されている

一方で、（側面像にて明らかになる）矢状面アライメントも、病態に固有の影響を及ぼすことが想定

される。本研究で申請者は内反型変形性足関節症 3 期を対象に独自に関節評価の方法を樹立した荷重

シミュレーション CT 解析を行い、矢状面アライメントの関節病変の大きさおよび局在への影響を検

証した。荷重シミュレーション CT 解析では前方および後方への亜脱臼症例はそれぞれ固有の形態の

関節変性が生じており、ゆえに単純 X 線正面像のみでは正確な病期診断が困難である症例が少なか

らず存在することが明らかになった。従って本疾患の病期診断には荷重時単純 X 線側面像も付加す

ることが望ましいと考えられた。質疑応答では荷重シミュレーションの再現性、亜脱臼の病因、距骨

の回旋運動に対する評価などについて問われ、力学モデルにおける検証など向後一定の課題を残すも

のの今回の計測データに基づき、かつ臨床評価とも十分整合する知見を含め回答された。本研究は、

足関節の機能再建の臨床において治療選択の一助になり、その発展につながる有意義な臨床研究であ

ると評価され、博士(医学)の学位に値すると考える。 
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以上、主論文に報告された研究成績は、参考論文とともに整形外科学の進歩に寄与すると

ころが大きいと認める。 
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