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セラムテック株式会社・医療製品部門発行マガジン

3つの大きな問題

国民健康保険サービス(NHS)では、人工関節置換術の手術待ちの患者さん
が未だ多いのでしょうか？
今では待機期間が18週間以上になると、病院側に罰金が科せられます。

多大な投資が行われ、現在の待機患者を減らすために、時間外労働も行わ
れました。今日イングランドでは待機期間は18週間よりはるかに少なくな
りました。ウェールズと北アイルランドではまだ多くの待機者がいます。

NHSではインプラントの選択に規制があるのでしょうか？
例えばセラミック・ベアリングの使用については問題がありますが、国

あるいは地方で決められたガイドラインはありません。患者の一部負担は
できません。患者は自分の好みを言うことはできますが、医師がその選択
に合わせる義務はありません。私の病院では、セラミックオンセラミック
のベアリングが棚に並んでいて、使うときに鍵を外したり、許可を得たり
する必要はありません。担当医が選択できますし、その医師がもっと高価
な器具を使うのであれば、NHSのマネージャーはあくまでその医師の味
方です。現在は、人工関節の予算を使いすぎてしまって困っています。しか
し、待機者をなくさなければならなかったため、時間外労働をもせざるを
得なかったのです。これは、他の多くの病院でも、明らかに問題となって
います。

ベアリング・カップルを選択する場合に最も重要な点は何でしょうか？
個人的な意見ですが、診断、それから率直に言うと手術手技の巧拙によ

って選択が異なってくると思います。手術によっては、特に若年層の女性
で臼蓋形成不全例の場合、比較的失敗の許されないベアリング・カップル
を使用するためきわめて正確な手術手技が必要になります。そういった場

Justin P. Cobb博士は英国の著名な
整形外科医。インペリアル・カレッジ
の整形外科教授で、ロンドンのチャリ
ングクロス病院のコンサルタント整形
外科医でもある。博士は、変形性関節
症、人工関節、手術ナビゲーション、
手術用ロボットシステムを専門に研究
している。博士は今年9月にエジンバ
ラで開かれる第13回BIOLOX®シンポ
ジウムの学会長を務める予定である。
CeraNewsは手術の精度と、英国に
おける人工関節置換術の動向について
尋ねた。

今日の英国における人工関節置換術について、
概略を教えていただけますか？
2006年の国立関節レジストリーのデータによ

ると、イングランドとウェールズで年間行われ
ている人工股関節置換術と人工膝関節置換術は
それぞれ約6万件で、レジストリーのデータに
含まれていないスコットランドではそれぞれ約
7,000件となっています。股関節置換術の約
10%、膝関節置換術の約5%が再置換手術です。

現在の主流についてお聞かせください。
シンプルなセメント使用の人工股関節置換術

は最近50%を切りました。この3年間に、セメン
トレス置換術が約20％から約30%に増えていま
す。また、セメントとセメントレスを組み合わせ
たハイブリットが15%前後の安定した比率を保っ
ています。注目すべきは表面置換型です。この手
術はバーミンガムで始まり、英国の人工股関節置
換術に大きな影響を与えました。現在は常時10%
程度を占めています。今日英国で用いられるヘッ
ドの約4分の1はセラミックです。残念ながら、ベ
アリング・カップルについてはレジストリーに詳
細な情報がありません。またMISもトレンドでは
ありますが、まだ主流とはいえません。

活動的な生活を送るためのTHA THAの世界的動向 SOFCOTとAAHKSの結果と動向

Justin P. Cobb BMBCh(内科学士・外科学士) FRCS(王立外科医師会フェロー)
MCh(外科修士)
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インタビュー(続き)

合は、ハードオンハードの摺動面を用いるべきであり、直径の大きいセラ
ミックオンセラミックにするべきだと思います。しかしカップを正確な位
置に設置することは必須とはいえ非常に高度な手技を要するといえます。
したがって、執刀医がしかるべき正確な技術を有するか否かを精査する必
要があります。60歳以下で合併症がなければ、余命は40年程度と考えられ
ます。今日、40年程度の耐久性を有するベアリング・カップルが存在しま
す。一方、そういったベアリング・カップルでも正しく設置されなければ、
合併症の確率が高くなります。しかし、適切に設置されたセラミックオン
セラミック摺動面は40年間の使用に耐えるのです。さらにBIOLOX®delta
であれば外径50ミリのカップに36ミリのヘッドを使用できるというのは、
驚異的な進歩といってよいでしょう。

使用するインプラントを決める基準をお聞かせ下さい。
活動性が高い若年層の男性で骨頭変形が強い股関節症であれば、表面置

換型を選びます。一方、高年齢層で形態異常が少ない股関節症であれば、
脱臼防止の観点からヘッド径の大きい、低コストのベアリング・カップル
を使います。60歳から80歳の「平均的な」股関節に対してはセラミックオ
ンセラミックが禁忌であればセラミックオンポリエチレンを使っています。
私から見ると、この基準は精度やコストの点からみると満足のいくもので
はありませんが。

正確な手術を期すために最も重要な対策は何だと思われますか？
関節病変の三次元的な構築を正しく認識することです。私たちは、高価

な人工股関節を使用する場合や手術に不安のある患者、あるいは自己負担
の患者には必ず3Dプランニングを使っています。この3Dを用いてプラン
ニング行うと、股関節中心をX軸、Y軸、Z軸上の座標で表すことができま
す。もちろん、伸展位における関節面のedge-loadingや屈曲位での亜脱臼
が生じないようオリエンテーションは正確に判断しなければなりません。
セラミックオンセラミックではそれはさほど問題にはなりませんが、メタ
ルオンメタルでは摺動面の被覆度が180度以下のタイプもありますので関
節の不安定性が懸念される場合もありえます。熟達した外科医が3Dプラン
ニング使った場合、アライメントの異常は防止することが可能です。また、
squeakingの予防にも大変役に立ちます。

ナビゲーションについてはいかがでしょうか？
ナビゲーションも、高価な人工関節を使用する場合や自己負担患者の置

換術には必ず使っています。ナビゲーションを使うと、手術前に3Dプラン
ニングを行いやすくなります。プランニングに要する時間は、5～10分程
度です。

博士は9月にエジンバラで開かれる次回のBIOLOX®シンポジウムの学会長
を務められますが、このシンポジウムに何を期待されますか？
ベアリング・カップルについては、選択肢が少なかった一昔前とはまっ

たく異なり、様々な製品があり素晴らしい時代になったものだと思います。
エジンバラでは、外科医として、様々な選択肢のエビデンスをつかみたい
と思っています。このシンポジウムが「答えはただ一つ」というような結
論で終わることはありえません。シンポジウムでは、自分の選択を裏付け
る本物のデータに出会いたいと願っています。

医学的な議論の中でベアリング・カップルはどれほど重要なのでしょうか？
5～10年ほど前には、人工関節手術の中でシェルやステムのオステオイ

ンテグレーションが最も重要なテーマでした。しかし今ではあまり問題で
はないようで、テーマはベアリング・カップルへと移っています。私にと
っては、診断、ベアリング・カップル、手術の精度が、最も重要な問題で
す。

読者の皆様へ

大変待ち望まれていた「アジアの世紀」も、
すでにかなりの進展を見せています。これは、
日本や韓国で非常に質の高い医療が受けられ
るようになって久しいということからも明ら
かでしょう。また他のアジア諸国も、経済が
大きく成長し、大変早いペースで発展しつつ
あります。

この成長と並行して、アジアの人工関節手
術の重要性も高まりつつあります。多くの国
々で人工関節置換術の数は急増しています。
何年も前、セラムテックの経営陣はアジアを
企業活動の中心地のひとつにするという決定
を下しました。日本にセラムテック事務所を
開設したこと―今月号の別冊「アジア」を参
照―は、この方向に向けて行われた多くの取
り組みのひとつにすぎません。

私たちは何よりも、アジア地域の医師と定
期的に緊密な連絡を取ることを重視してきま
した。2年前、私たちは第1回アジアBIOLOX®

シンポジウムを、韓国・ソウルで開催しまし
た。この活動の重要な一環として、セラムテ
ックはこの地域のすべての学術会議、定期的
な懇談会、現在の問題に関する著名な研究者
との意見交流などに出席しています。このよ
うな協議では、いつもパートナーの関心の高
さ、率直さ、専門知識の深さに感銘を受けて
います。

この地域で増加する患者様に対する、医療
の持続的な向上に貢献するため、私たちは特
にアジアの方々特有のニーズに合った人工股
関節のベアリング・カップルを提供してまい
ります。アジアの方々は、一般に骨格が西洋
人とは異なり、ライフスタイルや日常生活に
も特に広い可動域を必要とし、また若い患者
様が大きな割合を占めています。それらに当
社のBIOLOX®コンポーネントで対応し、優れ
た解決法を生み出すことができるというのは、
実にやりがいのある仕事です。

Paul Silberer

セラムテック
株式会社
医療製品部門
国際営業部長
Paul Silberer

編集部
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臨床

活動的な生活を送るためのTHA

人工股関節置換術を受ける活動性の高い若年層の患者が、
かつてないほど増えている。このような場合は、組織の損傷
を減らすため、綿密な術前計画と慎重な配慮が特に重要にな
る。個々の患者に特有の治療と、ナビゲーションのような新
技術が、今後の流れとして取り上げられることが増えてきた。
CeraNewsはこのたび、ドイツのビュンデにあるルーカス
病院の診療部長であり、同病院の整形災害外科の部長でもあ
る、Hartmuth Kiefer教授に、これらの点について尋ねた。
いわゆる「若年層の患者さん」とはどういう人たちのことですか？
必ずしも患者さんの年齢ではなく、その人の活動レベルが決め手になりま

す。例えば私は60歳ですが、昨年ニューヨークマラソンに参加しました。で
すから自分では「若い」患者の部類に入ると思います。そして、生物学的に
若く、骨の質が良い、長生きしそうな人は誰でも「若い」部類に入ります。
今日では70歳の人でもこの条件を満たす場合が少なからずあります。
このような患者さんが人工股関節置換術を受ける場合は、特別な方法があ
るのでしょうか？
人工股関節は、その患者さんが生きている間ずっと持ちこたえるようで

きていなければなりませんが、再置換手術が必要となった場合のために、
外科医は選択肢を用意しておかなければなりません。このような選択肢に
は、私はあまり好きではないのですが、表面置換、それからショートステ
ムなどがあります。
表面置換術はなぜお好きではないのでしょうか？
1970年にワグナーカップが発売されて以来、術後の大腿骨頸部骨折が増

えており、今でもこれは問題となっています。骨頭側インプラントの下に
はセメントが充填されており、骨壊死になりやすいのです。しかし最大の
問題は、問題の多い臼蓋側に不都合な処置(大きなカップ)を施し、大腿骨
側にメリットがあるといえるかどうかわからないものを導入している点に
あります。また、血清中の金属イオン濃度が高まるという未解決の問題も
あります。長期的にどのような影響が出るかは全く分からないのです。
ショートステムを好まれるのはなぜでしょうか？
カップ側に様々な選択肢を残すことができるからです。大腿骨における

荷重伝達が、スタンダードステムより近位すなわちより生理的に行われる
からです。セラミックオンセラミックの摺動面と組み合わせると、ショー
トステムは非常に長持ちします。再置換手術が必要な場合にはスタンダー
ドステムに変更することも可能です。私たちが使っているモデルはモジュ
ラーネックのあるものですが、これもステムの頚体角、前・後捻を個々の
患者に合わせて調整することができます。
臼蓋側にはどのような処置を取るのですか？
臼蓋側には、非常に剛性の高いプレスフィットカップを使います。これ

はセラミックライナ－との相性がよく、信頼性の高いものです。BIOLOX®

forteは大変使いやすくできていました。2004年以降はBIOLOX®deltaを使
っています。このインプラントの組み合わせだと、直径52ミリのシェルの
場合36ミリのヘッドを使うことができます。58ミリ以上のカップなら40
ミリのヘッドも使用可能です。私たちのデザインしたカップシェルが、挿
入に際して変形したという問題はこれまで一度もありません。
常にセラミックオンセラミックの摺動面をお使いなのでしょうか？
私は他のベアリング・カップルを使用するつもりはありません。急峻で

平坦な臼蓋を有する、顕著な臼蓋形成不全の場合は別ですが。この場合で
も臼蓋を完全に再建した後、ライナーをセラミックにすることを検討しま
す。活動レベルが非常に低く、余命が短いと思われる患者さんにも、コス
ト面から、セラミックオンセラミック摺動面は勧めません。それ以外はい
つも、セラミックオンセラミックの摺動面を使っています。骨頭径が大き
いので、特に活発な患者さんには、安定性が高く、可動域が大きく、摩耗
が少ないという大きな利点があります。

摩耗は未だに問題になっているのでしょうか？
私たちは1998年からセラミックオンセラミッ

クの摺動面を使っています。以来、私自身の患
者さんに摩耗によるオステオライシスが発生し
たことは１例もありません。
なぜナビゲーションを使われるのでしょうか？
ナビゲーションを使うと、インプラントの最

適な位置からの逸脱を、早い段階で見つけるこ
とができ、必要な調整を行うことができます。
偏心荷重、摺動面への過剰ストレス、セラミッ
クライナ－辺縁の破損、摺動面の継続的な摩耗、
脱臼やゆるみのリスク、さらに脚長差やオフセ
ットの差異を減らすことができるのは、おそら
くそのおかげです。あと1、2年で長期成績が出
ますので、結論は長期成績をみてからというこ
とになりますが。ナビゲーションは素晴らしい
学習道具で、私たちの学習曲線は急上昇してい
ます。ナビゲーションを使うとベテランの外科
医でも、インプラントのオリエンテーションの
精度が高まるという報告もあります。
先生ご自身に股関節置換術が必要になった場合、
担当外科医にナビゲーションを使ってもらいた
いと思われますか？
その場合は、優れた外科医を探すことが最優

先課題です。そして、もちろんその外科医には
ナビゲーションを使ってセラミックオンセラミ
ック・ベアリングでショートステムの人工関節
をリクエストします。
アジアをよく訪れていらっしゃいますが、アジ
アの患者さんにも同じことが言えるでしょうか？
アジアの股関節置換術の適応症で一番多いの

は臼蓋形成不全と大腿骨頭壊死です。アジアの
患者さんは、さらに若くさらに活動的な方が多
いのです。またその他にも、アジアでは脚を組
んで座るなどの社会的習慣があり、特に広い関
節可動域が必要になります。ヨーロッパと比べ
て、インピンジと摩耗の問題が大きいかもしれ
ません。また一般的な骨格の違いもあります。
このようなすべてのパラメーターを考えると、
特別なコンセプトのインプラントと、直径の大
きな極めて摩耗に強いベアリング・カップルが
必要になるでしょう。

今月号の別冊はアジアにおける人工股関節手術
というテーマを特集している。

Hartmuth
Kiefer医学博士
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イベント

THAの世界的動向

三大陸で開催された会議の概要

最近発表された臨床結果によると、セラミックオンセラミック(CoC)のベアリ
ング・カップルを使った人工股関節手術(THA)は非常に信頼性が高く、再置換術
や脱臼の割合は低く、オステオライシスが見られないことが分かった。若年齢層
で先行手術の頻度が高い患者を母集団とした研究においても同様の結果という、
特筆に値する報告もあった。先天性股関節脱臼(DDH)に対するTHAは合併症
(関節不安定性、摩耗によるオステオライシス)や再置換術の割合が高かったが、低
～中度の臼蓋形成不全症例へのCoCを使用したTHAの結果は現在良好で、X線像
上ではオステオライシスや脱臼の兆候は見られない。ここでは、過去数カ月間の
主要な学術会議で発表された、人工股関節置換術のベアリング・カップルに関す
る様々な成果を簡単にまとめてみた。

セラミックオンセラミックのTHA
Young-Min Kim氏1(韓国、ソウル)は、セメン

トレス・アルミナCoCを使用した初回置換術57
例64関節の10年成績を発表した。臨床およびX
線学的検討を行い、ゆるみや再置換に至った症
例がないと報告した。手術時の平均年齢は42
歳、ハリス・ヒップ・スコアの平均値は94、再
置換術と非感染性ゆるみをエンドポイントとする
と、生存率は100%であった。X線像上ヘッド部
分とライナー部分の境界が識別可能であった28
関節において、セラミックの摩耗は認められな
かった。バイクによる事故の後、ヘッドとライ
ナーの辺縁が破損した症例を1関節に認めた。同
氏は、アルミナオンアルミナ摺動面は、若く活
動的な患者に有望な選択肢であるという結論を
出している。

Stephen B.Murphy氏2(米国、ボストン)は、360
例418関節のアルミナCoCを使ったTHAにつき
報告した。手術時の平均年齢は51.7歳±12.3歳

(18～79歳)、先行股関節手術の既往があったの
は47例(11%)であった。オステオライシスや摩耗
の症例はなし。報告によると、このプロスペク
ティブな研究の結果は、特に年齢の若さと先行
手術例の頻度の高さを考えると、良好であると
いうことであった。この経験は、CoCを使った
THAが再置換術の割合も少なく、オステオライ
シスもみられないため、極めて信頼性が高いと
結論づけている。

菅野伸彦氏3(日本、大阪)は、連続して行ったセ
メントレス・アルミナCoC使用のTHA 86例100
関節における臨床およびX線像の10年成績を報
告した。ヘッドは28ミリを使用した。手術時の
平均年齢は55歳(26～73歳)。オステオライシス
とゆるみは観察されず、squeakingはなかった。
CoCベアリング・カップルは長期的に安定しオス
テオライシスもないと結論づけている。

Shaun A. Sexton氏4(オーストラリア、シドニ
ー)は、後外側進入で関節包後方および外旋筋群
の修復を追加した初回THA後の脱臼のリスクに
ついて語った。単一施設において17年間に行わ
れた連続3,682例のTHA(骨頭サイズは28ミリと
32ミリ)を分析。手術時の高年齢とカップの前方
開角が少ない症例において、脱臼のリスクが高
い傾向にあった。CoCベアリング・カップルの
使用は、年齢・必要な耐久期間・脱臼のリスク
から総合的に判断。BMI、性別、術前のヒップ
スコア、カップ設置角は脱臼のリスクには関係
がなかった。

Simon D. Steppacher氏5(米国、ボストン)は、
DDH患者のTHAは、合併症と再置換術の発生率
が高いことを強調した。DDH患者(Crowe1型お

第21回人工関節テクノロジー国際会議(ISTA)2008
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よび2型)に連続して行ったアルミナCoC-THA108
例123例につきプロスペクティブな研究を行った。
手術時の平均年齢は47.6歳±12.7歳(18～75歳)、
97例(79%)は先行手術の既往歴がなかった。28ミ
リヘッドを61関節、32ミリヘッドを62関節に使
用した。術後経過観察期間は4.7年±1.9年(2～
10年)。オステオライシスや脱臼はみられず、
squeakingを訴える症例はなかった。同氏は、
低～中度の若年者DDH症例の2～10年後のフォ
ローアップ結果は良好と結論している。

草場敦氏6(日本、神奈川県)は、臼蓋形成不全
にアルミナCoCを使ったTHAの結果について報
告した。1998年7月から2008年10月までに1,078
件の人工股関節手術が行われ、5年以上のフォロ
ーアップを行った79例86関節について評価を行
った。手術時の平均年齢は53歳(27～60歳)であ
った。再置換、破損、脱臼、squeakingは全くみ
られなかった。

セラミックオンセラミックとセラミックオンポ
リエチレン(CoP)
Peter M. Lewis氏7(カナダ、トロント)は、in

vivoのCoCとCoPベアリング・カップルを比較し
た、プロスペクティブな無作為長期研究につき
最初の結果を報告した。55例56関節の股関節に
ついてセメントレスTHAが行われた。ヘッド径
は28ミリ。手術時の平均年齢は42.2歳(19～56
歳)。30関節のCoCと26関節のCoP-THAを、最
長10年間(1～10年)のフォローアップで評価し
た。摩耗を計測した期間CoC群8.3(4.8～10.1)年、
CoP群8.1(6.1～9.2)年。25関節CoP関節に摩耗
が認められたが、CoC関節では12関節のみであ
った。CoC群の摩耗は平均0.14(0～0.48)ミリで、
CoP群では0.89(0～2.43)ミリ。CoC群の線摩
耗率は年間0.02ミリ、CoP群では0.11ミリであっ
た。同氏は、CoCベアリング・カップルは金属
イオンやポリエチレン摩耗粉によるオステオラ
イシスの心配がなく、安全で耐久性のある選択
肢と結論付けている。対象症例は現在も経過観
察継続中。

再置換THAにおけるセラミックオンセラミック
Laurent Sedel氏8(フランス、パリ)は、人工股

関節置換術後のステム再置換に関する方法につ
いて報告した。高年齢で活動性の少ない症例に
は、セメント人工股関節とMoPまたはCoPの摺
動面を用いている。若年齢で活動的な症例には、
セメントレスカップにセメントレスまたはセメ
ントのステムとCoC(アルミナ)の組み合わせを
用いている。

Yves Catonné氏9(フランス、パリ)は、臼蓋側
の再置換術においてステムの交換が不要な場合
について、セメントレスカップ、BIOLOX®delta
・セラミックライナ－、およびBIOLOX®delta・セ

ラミックヘッド(32ミリ)と、チタンのアダプター・スリーブをネックテー
パーに使用する方法につきプロスペクティブな研究によって評価した。25
例25関節を対象とした。フォローアップ期間は平均2年。ハリス・ヒップ・
スコアは大幅に改善(54→97)した。セラミック部分の破損やsqueakingは観
察されなかった。X線像上、オステオライシスやカップのゆるみは見られ
なかった。MoM-THA後の再置換術に使用した場合、コバルトとクロムの
血清中濃度は術後大幅に減少していた。

Jun-Dong Chang氏10(韓国、ソウル)は、セメントレスカップとアルミナ
のCoCベアリング・カップルを使用した人工股関節再置換術42関節を分析
した。全例でステムを再置換。平均年齢は48.8歳(32～59歳)。初回置換術
から再置換術までの期間は平均9.5年±3.2年(3.3～16.1年)。再置換術後の
フォローアップ期間は平均5.4年±1.7年(3.2～8.0年)。フォローアップ期間
中にradiolucent line、カップの上方または内方移動、オステオライシスは
みられなかった。以上より同氏はCoC(アルミナ)を使った再置換術後の臨
床およびX線像の結果は良好であると結論づけている。

メタルオンメタルTHA
Young-Ho Kim氏11(韓国、グリ)は61例78関節のセメントレスMoM-THAの

臨床およびX線像の成績について報告した。手術時平均年齢は39歳。フォ
ローアップ期間は平均11.7年。カップに進行性のオステオライシスを認め
たものは2関節であった。オステオライシス病変に対する組織学的所見で
は、金属摩耗粉を貪食した多数のマクロファージと血管周囲のリンパ球浸
潤を認めた。免疫組織力学的分析では、CD4とCD8陽性T細胞とCD68陽性
マクロファージが見つかり、金属に対する遅延型過敏性反応が生じている
ことが示唆された。同氏は、一部の股関節に早期のオステオライシスが生
じ、金属への過敏性によると思われる疼痛が突然出現する可能性につき懸
念している。

Youn-Soo Park氏12(韓国、ソウル)は、154例158関節に対して連続して
行ったセメントレスMoM-THAについて報告した。フォローアップ期間は
平均6.5年(5～8年)。手術時平均年齢は53歳。13関節(8%)にオステオライ
シスを認めた。持続性の疼痛とオステオライシスを生じていた5例に対し、
ベアリング・カップルをCoCまたはCoPに変更することを目的に再置換術
を行った。再置換術の際得られた組織には広範囲な滑膜様組織の増殖と血
管周囲へのリンパ球浸潤を認めた。報告中、セメントレスMoM-THAの中
期成績上インプラント周辺のオステオライシスが予想外に多かったのは、
おそらく金属過敏性に関係があるとの結論を述べている。MoM-THA後、
持続的な股関節の痛みとオステオライシスを起こしていた患者には、CoC
またはCoPベアリング・カップルへの交換を検討するよう勧めた。

Filippo Randelli氏13(イタリア、ミラノ)は大骨頭径のMoM-THAで早期
合併症を起こした5関節について分析した。1関節は感染であった。1関節
はメタローシスに感染を合併し、後腹膜腔内に巨大な腫瘤を生じていた。
この症例に対しては二期的に手術を行った。まず腰部切開により腫瘤を切
除し、ついで人工股関節再置換術を行った。3例に明らかなメタローシス
を生じた。メタローシスはカップのアライメント不良(設置角50度以上)に
より生じており、joint noiseを認めていた。これらの患者における血中お
よび関節液中の金属イオン濃度は高値を示していた。3例中1例はコバルト
に対するアレルギー反応を有していた。また、アライメントが適切であっ
たにもかかわらず皮膚にコバルトに対するアレルギー反応が生じていた症
例を1例に認めた。同氏は、血中および関節液中の金属イオンの量が、MoM-
THAにおける合併症の診断に役立つと結論し、各種金属に対して(設置角
度不良症例において)edge–wearが生じた状態での摩耗耐性を分析すること
を提案している。



6

クロスリンクポリエチレン
William J. Maloney氏14(米国、スタンフォード)

は、ハイクロスリンクポリエチレンの物理的特
性が、ある状況下で不利となるかどうかにつき
発表した。In vitro研究において、放射線照射量
と摩耗の減少に相関がみられたことを指摘。一
方照射量の増加はインプラントの物理的特性に
は悪影響を与えていた。しかし、破損したライ
ナーの破砕片を数例分析したところ、インプラ
ントの設置位置やメタルバックでサポートされ
ていない部分のポリエチレンへの荷重の方が物
理的特性よりも破損に対する影響が大きかった
ことが示された。

1 Kim YM et al. Alumina-on-Alumina THA ; What we
learn from more than 10-year experiences. Abstract
KNA01-02, ISTA 2008

2 Murphy SB et al. Clinical experience with the ceramic
on ceramic articulation in THR in the USA. Abstract
SA02–02, ISTA 2008

3 Sugano N et al. Long-term results of cementless THA
using a third generation ceramic-on-ceramic bearing.
Abstract SA02–03, ISTA 2008

4 Sexton SA et al. Risk factors for dislocation following
primary total hip arthroplasty via the postero-lateral ap-
proach. Abstract OSA15–03, ISTA 2008

5 Steppacher SD et al. Outcome of ceramic-ceramic total
hip arthroplasty at two to ten years in patients with de-
velopmental dysplasia of the hip. Abstract OSAA04-02,
ISTA 2008

6 Kusaba A et al. Alumina on alumina bearing with unce-
mented implant for dysplastic hips aged sixty or below:
A five years minimum follow-up study to advantage the
bearing property from a viewpoint of the surgeon. Ab-
stract OSA04–03, ISTA 2008

7 Lewis PM et al. Prospective randomized trial comparing
alumina ceramic-on-ceramic with ceramic-on-conven-
tional polyethylene bearings in total hip arthroplasty.
Up to 10 years follow-up in patients under age 60. Ab-
stract OSA04–04, ISTA 2008

8 Sedel L. Some special tools and strategy for stem revi-
sion in total hip. Abstract KNA04–02, ISTA 2008

9 Catonné Y et al. THR revisions using Delta alumina
sleeved heads: a prospective study. Abstract
OSA21–01, ISTA 2008

10 Chang JD. Third-generation ceramic-on-ceramic bear-
ings in revision total hip arthroplasty. Abstract
OSA04–05, ISTA 2008

11 Kim YH et al. Uncemented total hip arthroplasty with
second generation metal on metal articulation in young
patients less than fifty years old -minimal 10 years re-
sults-. Abstract OSA03–01, ISTA 2008

12 Park YS et al. Cementless total hip arthroplasty with a
contemporary second generation metal-on-metal bear-
ing. Abstract OSA03–03, ISTA 2008

13 Randelli F et al. Metal on metal big heads analysis of
first failures and correlation with metal ions. Abstract
OSA03–04, ISTA 2008

14 Maloney WJ. Highly cross-linked polyethylene in total
hip replacement: pros and cons. Abstract SA03–01,
ISTA 20081

In vivoの人工股関節における
joint noise

研究結果と動向

2008年11月10日から13日まで、パリでSOFCOT会議(Société Fran-
caise de Chirurgie Orthopédique et de TraumatologiquCongress)が
開催された。4名がsqueaking現象について様々な視点から取り上げた。
Jérôme Essig氏(フランス、トゥールーズ)は838関節のTHAのうち、squea-
kingを生じた18例について行ったレトロスペクティブな研究結果を報告
した。ステムとカップのいずれについてもアライメントに過度の問題は
なかったが、同氏はsqueakingがある場合にはインピンジの有無を確認す
るよう推奨している。Christophe Chevillotte氏(フランス、リヨン)は、
股関節のシミュレータを使用し、セラミックのハードオンハード・ベア
リングのインビトロ研究を行った。同研究によれば、セラミックの凹凸
両摺動面における表面流体潤滑膜が破綻するたびsqueakingが生じるとし
ている。特に摺動面に介在物がある場合にはsqueakingを生じやすく、摺
動面の直接接触や摩耗・インピンジメント原因になりうると報告してい
る。Laurent Sedel氏(フランス、パリ)は、数千例におよぶCoCベアリング
・カップルを有するインプラントにおいて、squeakingを認めたのはわず
か7例であり、しかもほとんど一時的なものだったと述べた。Elhadi Sariali
氏(イングランド、リーズ)は、in vitroの実験においてセラミック・イン
プラントのsqueakingに対するカップの設置角度とedge-loadingの影響
について報告した。同氏はカップ設置角が大きい(75度)場合には潤滑状
態が良好であってもsqueakingが再現されることがあると結論づけた。

米国股関節・膝関節外科学会(The American Association of Hip and
Knee Surgeons)の年次学術集会がテキサス州ダラスで開かれ、世界中か
ら人工関節置換術を専門とする外科医が一堂に会した。会員資格は、股関
節または膝関節置換術を年間25例以上行う外科医に限られている。今回の
学術会議においてセラムテックは、「人工股関節置換術におけるnoise」
という問題についてさらに理解を深めてもらうよう、出席者に基礎的・
臨床的なデータを披露し、研究者や整形外科医に手術に際してのヒント
を提示するという、ユニークな機会を得た。

学術的概観
Michael M. Morlock氏(ドイツ、ハンブルク)とWilliam L.Walter氏(オ

ーストラリア、シドニー)はsqueakingの原因と、発生につながる主要因
を明らかにした。同氏らは摩擦によって生じる振動現象を焦点に発表を
行った。同氏らは「振動現象」が滑動状態あるいは関節面同士が固着静
止した状態から滑動状態へと移行する(スティックスリップ現象)際に
squeakingを発生させるとしている。このようにして発生する、いわば自
己生成的な振動が、squeakingとして認識される聴覚的な付帯現象を生し

イベント(続き)
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ている可能性があり、他の「カチカチ」という
音や「ギーギー」という音、はじけるような音
とは明らかに区別される。THAシステムを構成
しているすべての要素(周囲の骨・軟部組織を含
む)における剛性や振動吸収特性とsqueakingの
頻度は直接関係がある。

臨床的概観
Squeakingの臨床的意義を評価するには、発生

する頻度とインプラントのデザインとの関係を
考えなければならない。Walter氏はセラミック
THAによる2,397関節の初回置換術および319
関節の再置換術についての個人的な経験を報告
した。このうち、squeakingが見られたのはわず
か13関節で発生率は0.48%であった。さらに2,716
関節のセラミックTHAのうち、squeakingの発生
のため再手術が必要となったのはわずか1関節
(0.037%)であった。同様に、他の数多くのセラ
ミックTHA手術のレビューにおいても、セラミ
ックTHA後のsqueakingの発生率は非常に低い
(1%未満)。一方Ranawat、Rothmanの研究で
は、squeakingの発生は7%と報告されている。
また、セラミック部分をインピンンジから保護
するよう、ライナ－外側に裾まわりを長くした
チタンのシェルを有する、特別にデザインされ
たライナ－を大多数の症例に使用した研究結果
においては2.7%であった。Stephen B.Murphy氏
(米国、ボストン)は、自己の施設においておこ
なった1275関節以上の症例について発表し、
squeakingの問題について掘り下げた。同氏は、
使用しているシェルとステムの種類によって症例
を三つのグループに大別した。各群のデータは以
下のとおりである。

第1グループ：シェルにセラミックライナ－
をテーパーロックしたもので、ライナー開口
部とシェル辺縁が同一面にあるタイプ。報告
のあったsqueakingの発生率は0.4%。
第2グループ：セラミックライナ－を保護す
るためにシェルの辺縁が庇状に出ているタイ
プのチタンカップシェルに、シェルつきのセ
ラミックライナ－を組み合わせたもの。ステ
ムはヘビ－タイプ。報告のあったsqueaking
の発生率は3.1%。
第3グループ：第2グループと同じカップ。ス
テムはライトタイプ。報告のあったsqueaking
の発生率は7.6%。

Murphy氏は、せり出したチタンシェルの縁が
可動域を狭め、ネックとのインピンジが生じやす
く、このためヘッドとネックとの間でmicrose-

parationが発生、ライナーの反対側にストレスが加わるという仮説を発
表した。このため金属摩耗粉や、セラミックの粒界剥離・帯状摩耗が発
生することがあり、それが正常な状態のセラミックTHAに通常であれ
ば存在する流体膜潤滑を妨げていると考えられるという。

インプラントのデザインに加えて、セラミックTHA後のsqueaking
の発生に、カップの位置が関係しているらしいことをWalter氏は提示し
た。SqueakingのあったセラミックTHA17関節のカップの位置を正確に
評価し、squeakingのなかった対照群と比較した。カップ設置角度が45度
±10度、前方開角が25度±10度という推奨範囲内である症例は、対照群
では94%を占めていたが、squeakingを生じていた群ではわずか35%で
あった。歩行時にsqueakingを生じる症例におけるカップ前方開角は40
度で、強屈曲位でsqueakingを生じる症例の前方開角18度よりも有意に
大きく(p＝0.020)、インピンジがsqueakingに大きく関与しているのでは
ないかと考えられる。

最後に、Jonathan P. Garino氏(米国、フィラデルフィア)とPeter F.
Sharkey氏(米国、フィラデルフィア)は、セメントレスカップを使ったセ
ラミックTHAの成績につき報告した。短、中、長期(18.5～20.5年)に
おけるカップの生存率は85.6%と高く、摩耗率は極めて低く(年間0.025
ミリ未満)、オステオライシスは最小限であった。以上の成績により
squeakingはまれな合併症であり、clinical failureとは無関係であると
いうことが示唆された。

推奨

発表者は全員、セラミックオンセラミックまたはメタルオンメタルの
THAシステムでは、インピンジを防止することが最も重要であると強調
した。
ついで重要なポイントとして指摘されたのは、squeakingは通常ではな

い状態を示すものであり、外科医の詳しい診断が必要かもしれないとい
う事実である。しかし、squeakingがclinical failureの前兆であることを
示したデータはない。
さらに、squeakingが確認されたがその後消失したという患者が何人も

いるという事実から、squeakingを生じる状態が一時的なものであるとい
う可能性もある。
最後に、今後インプラントを設計する際にはこれらの研究から得た教

訓を考慮する必要があるという点が強調された。
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イベント(続き)

てにオステオライシスを認めた。メタローシス
は4関節に認められた。平均11年のフォローアッ
プを行い得た62例のうち6例にオステオライシス
を認めた。オステオライシスを認めた症例にお
いてもX線像上、インプラントは今もstableであ
る。同氏は、MoM人工股関節を使用した若年層
の症例の一部には、無菌性のゆるみとオステオ
ライシスが今なお発生していると結論づけてい
る。

表面置換型人工股関節(ヒップ・リサーフェ
シング：HR)
David Langon氏、Simon Jameson氏、Tom Joyce

氏、Antoni Nargol氏5(英国、ニューカッスル、
ストックトン)は、MoMの表面置換術後、メタロ
ーシスを認めた36歳の女性症例につき報告した。
臨床および組織学的所見、手術方法、および摘出
されたインプラントの分析をポスターで示した。
手術後12ヶ月目に鼠径部の疼痛で発症した。再
置換術時、臼蓋側のカップがゆるみ、周囲に灰緑
色の浸出液を大量に認めた。組織学的所見上、壊
死組織、血管炎、大量の黒色粒状物質を含有する
組織球を認めた。このような所見は、CoCを使っ
た人工股関節に再置換した後すべて改善された。
報告者らは、メタローシスという疾患がまだ十分
理解されていないと説明し、鼠径部に頑固な疼痛
を訴える症例では、メタローシスを念頭に精査す
べきだと勧めている。

Simon Jameson氏6(英国、ストックトン)は、
MoMを使ったHR後の機能的な結果を報告し、コ
ンポーネントのサイズと臼蓋側カップのオリエン
テーションが重要であると述べた。同氏は、MoM
を使ったHRにおけるインプラント設置位置のガ
イドラインは、過去の報告・摩耗分析・in vitroの
研究結果のみに基づくものであると指摘。MoMを
使ったHR臼蓋側カップの最適なアライメントは
まだ確定していない。HRにおけるfailureを減ら
し、金属イオン濃度を下げるための(アライメン
トのセーフゾーン)を確立する必要性が高まって
いる。連続して行った200関節のHRを術後1年目
に評価、EBRAにより臼蓋側カップの設置角と前
方開角を計測した。前方開角が20度以上の症例
におけるハリス・ヒップ・スコアは20度以下の
症例より大幅に低かった。ハリス・ヒップスコ
アが90点未満の症例のうち96%はカップのアラ
イメントが不良であった。同氏は、術前の臼蓋
傾斜角設置角に留意し、カップの前方開角を20
度未満として、大きな骨頭コンポーネントを使
用すると早期における臨床結果が改善すると結
論づけている。

クロスリンクポリエチレン
Moussa Hamadouche氏7(フランス、パリ)は、

ポリエチレンが今尚若年者に最適な素材か否か
を検証した。同氏は、ハイクロスリンクポリエ
チレンは製造方法によりバリエーションがある
と指摘。製造方法は材料のトライボロジー的・
機械的特性に大きく影響する。同氏は股関節シ
ミュレータ試験と早期臨床成績から、クロスリ
ンクポリエチレンはコンベンショナルポリエチ

セラミックオンポリエチレンとメタルオンポリエチレン
大西宏之氏1(日本、大阪)は、CoP-THAにおける長期の優れた臨床および

X線学的成績について発表した。直径28ミリのアルミナ・セラミックヘ
ッドを使用し、212例285関節の人工股関節置換術を行った。このうち経
過観察しえた192例265関節を対象とした。手術時の平均年齢は64歳(29～
81歳)。手術から19～21年後にオステオライシスが認められたのは、臼蓋
側でわずか1関節(0.5%)、大腿骨側で2関節(0.9%)であることが示された。
セラミックヘッドの使用により摩耗粉が減少したため、オステオライシス
が大幅に減ったことを指摘。同氏は、以前の研究でも、CoPの摩耗率は、
MoPの摩耗率より20%低かったと発表している。

セラミックオンセラミックとセラミックオンポリエチレン
Philippe Hernigou氏2(フランス、クレテイル)は、初回セメントTHAを

両側に施行し、術後20年以上再置換術の必要やゆるみを生じなかった21
例につき臨床およびX線学的成績を発表した。すべての手術は1981年から
1985年の間に行われた。アルミナCoCおよびアルミナCoPを使用。ヘッド
径は32ミリである。手術時の平均年齢は57歳(38～64歳)。CoC使用例で
は、単純X線像上オステオライシスを認めなかった。CTスキャン像上、臼
蓋側に3関節、大腿骨側のcalcar femoris部分に1関節のオステオライシス
を認めた。CoP使用例では、単純X線像上、臼蓋側に5関節、大腿骨側の
calcar femoris部分に17関節のオステオライシスを認めた。CTスキャン像
上は、臼蓋側に21関節、大腿骨側のcalcar femoris部分に21関節のオステ
オライシスを認めた。単純X線像上、CoC使用例のオステオライシスはか
なり小さく(CoCの平均25平方ミリに対して、CoPは98平方ミリ)、CTスキ
ャンでも同様であった(CoCの170立方ミリに対してCoPは1290立方ミリ)。
Livermoreの方法によりデジタル測距器を使用して測定したところ、CoP使
用例は平均1.6ミリの摩耗を認めたが、CoC使用例には摩耗を認めなかっ
た。同氏によれば、CoPに比べてCoCを使ったTHAは摩耗率が低く、オステ
オライシスも少ないと結論づけている。

セラミックオンセラミック
Laurent Sedel氏3(フランス、パリ)は、74例82関節のアルミナCoC人工

股関節置換術(ハイブリッド、セメントステム)の臨床およびX線学的成績を
報告した。手術時の平均年齢は43歳(21～50歳)。32ミリ径のヘッドを使
用。65例(手術は68件)を検討した。フォローアップ期間の平均値は8.6年
(6～14年)。術後早期に、2関節に脱臼が発生。無菌性のゆるみをエンドポ
イントとした場合の、14年経過時の生存率は98%であった。以上より同氏
は、50歳未満の症例にアルミナCoC-THAを行った場合、臨床成績は非常に
すぐれていたと結論づけている。

メタルオンメタル
Wing Keung Wong氏4(中国、香港)は、28ミリ径ヘッドのMoMを使用

し、連続して行ったハイブリッドTHA98例106関節の成績を報告した。手
術時平均年齢は56歳(18～82歳)。7.2年のフォローアップ期間後、無菌性
のゆるみのため5関節に再置換術を行った。ゆるみを生じていた症例すべ

第24回SICOT世界会議2008

2008年8月24～28 中国・香港
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レンに比べて線摩耗および摩耗率が小さいと報
告している。したがって、クロスリンクポリエ
チレンは若年者や活動性が高い症例にとって効
果的なベアリング・カップルである可能性があ
る。しかし、クロスリンクがポリエチレンの機
械的特性に悪影響を与え、破損(辺縁の割損、関
節面の損傷)につながるという報告もあるという。
ハイクロスリンクポリエチレンのライナー縁に
生じた、割損の症例報告によると、インプラン
トの設置位置が不適切だったことや、ポリエチ
レンが薄かったことが破損の原因だとされてい
る。発表では、摩耗率が低いとオステオライシ
スの発生が少なくなるかどうかを確認するには、
さらに多くの研究と長期間のフォローアップが
必要だと結論づけている。

摩耗粉：生物学的反応
William J. Maloney氏8(米国、スタンフォード)

は、THA後の異物反応について研究した。異物
である摩耗粉が大腿骨に与える影響は、摩耗粉
の多寡、摩耗粉のインプラント～骨間や人工関
節周囲の骨への侵入、および摩耗粉に対する生
物学的反応に関係があると指摘している。ポリ
エチレンの摩耗粉の量とオステオライシスの発
生の関係は、これまでの臨床研究にも多くの記
載がある。また、MoMにおけるベアリングの違
いについての問題(過敏反応＝hypersensitivity)
もあると述べている。問題はおそらくこれまで
予期されていたより大きい。発表では、股関節
置換術後の長期生存率は、粒子による影響を抑
制し、粒子が人工関節周囲の骨へ侵入すること
を制限できるか否かかかっていると結論してい
る。さらに、「現代におけるインプラントのデ
ザインと新しいベアリング・カップルは、オス
テオライシスと長期におけるfailureという両方
の問題に、著しい影響を与えることになるであ
ろう」と述べている。

1 Oonishi H et al. Clinical results of total hip prostheses
with alumina ceramic head combined with UHMWPE
socket for 19–21 years by radiographical study. Ab-
stract 19755, SICOT 2008

2 Hernigou P et al. Ceramic-ceramic versus ceramic-poly-
ethylene bearing on the contralateral hip: A 20-years
study of 21 patients with osteonecrosis. Abstract
19040, SICOT 2008

3 Sedel L. All alumina bearings THR in patients under 50.
Abstract 19041, SICOT 2008

4 Wong WK et al. Primary total hip arthroplasty with
metal-on-metal articulation. Abstract 17669 SICOT

5 Langton D et al. A patient with metallosis following metal
on metal hip resurfacing: Metal ion levels, histology and
explant analysis. Poster 18371, SICOT 2008

6 Jameson S et al. Functional outcome following hip resur-
facing: The importance of component size and acetabu-
lar orientation. Abstract 18404, SICOT 2008

7 Hamadouche M. Is polyethylene still a solution in young
patients? Abstract 19049, SICOT 2008

8 Maloney WJ. Foreign body reaction after total hip
arthroplasty. Abstract 19057, SICOT 2008

In spite of arthritis:Be active again with modern high-tech joint replacements

“Enjoy life again!“

Published by the Bone and Joint Decade

• Facts about the cause and progression of the disease

• Current trends in joint replacement surgery
• New materials for implant use• Tips and advice for the post-operative time period

インターネットが生み出
す患者の誤解
混乱への対処
「インターネットはすばらしいものです

が、残念ながら我々整形外科医には多くの問
題を生み出しています」。2008年12月10～
13日に、米国オーランドで開かれたCurrent
Concepts in Joint Replacement – Annual
Winter Meetingで、David S. Hungerford
氏は出席者に向かってこのように述べている。
同氏は2003年に発表されたデータを引用し、
米国の医師1,050人を対象に調査を行ったと
ころ診察時に患者がインターネットで収集し
た情報を提示したという経験のある医師は
85%に上った。

同氏によると、医師の38%はそれによって
患者の診察効率が落ちたと答えたという。な
ぜなら、それらの情報は明らかに間違いであ
ったり、不正確であったり、誤解を生むもの
であったり、不適切だったりするため、医師
はそれを正すのに時間を費やさなければなら
ないからである。それが医師と患者の関係を
損なっている。また同氏は、消費者への直販
広告が与える影響を調べた2007年のデータ
も引用した。それによると、回答した医師の
74%が、直販広告は患者との関係に悪影響を
もたらすと述べ、77%は患者を誤解させ、混
乱させていると述べている。インターネット
検索によって情報は得られるが、理解は得ら
れないと、同氏は結論付けている。

この問題を解決するには、明確な情報でイ
ンターネットの誤解に対抗することである。
ひとつの方法として、具体的で理解しやすく
書かれた情報を患者に示し、それを患者と外
科医との対話に使うとよい。股関節置換術を
受ける患者向けの情報も用意されている。

The Bone and Joint Decade Network は、
「In Spite of Arthritis: Be Active Again with
Modern High Tech Joint Replacement」と
いうタイトルの患者用パンフレットを出して
いる。このパンフレットでは、関節疾患につ
いての分かりやすい情報を紹介し、患者の視
点から関節形成術の重要な側面を説明してい
る。

パンフレットは
www.boneandjointdecade.org
からダウンロード可能。
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メタルオンメタルの表面置換型人工股関節
Hena Ziaee氏1(英国、バーミンガム)は、メタ

ルオンメタル(MoM)の表面置換術を行った男性
26例に対し、術後6年間コバルトとクロムの尿中
および血中濃度を測定した長期プロスペクティ
ブ的研究を発表した。手術時の平均年齢は52.9
歳。22例の結果が発表された。術前と術後のフ
ォローアップ時に尿および全血標本を取った。
検体は高分解能誘導結合プラズマ質量分析法で
分析。6年後のクロムとコバルトの尿中濃度は
それぞれ3.8µg/lと8µg/l、血中濃度はそれぞれ
1.1µg/lと1.1µg/l。いずれも術後1年までは統計
学的に有意な早期上昇を示し、その後5年間に
わたって低下傾向を示していた。血中のコバル
ト濃度の低下は統計学的に有意なものではなか
った。4年目と6年目のクロム濃度は1年目の濃
度に比べて大幅に低下。同氏はMoMベアリン
グ・カップルを使用した場合、高濃度の金属イ
オンによる全身的な影響が今尚懸念され、今後
も警戒を続ける必要があると結論づけている。

David J. Langton氏ら2(英国、ニューカッスル)
は、MoMを使用して連続的に行った76例の表
面置換術につき、術後1年目に全血中の金属イオ
ン濃度を測定した。Ｘ線像上のカップ設置角と
前方開角はEBRAにより計測した。全血中のクロ
ムおよびコバルト濃度の平均は、最大サイズの
インプラントを使用した症例より、最小サイズ
のインプラント使用した症例の方が、それぞれ
3倍と9倍高かった。小さいサイズの大腿骨コン
ポーネントを使用したグループのイオン濃度は、
臼蓋側カップの設置角と前方開角に有意に関連
していた。カップの設置位置が良好であった症
例のクロムとコバルトの平均濃度はそれぞれ
3.7µg/lと1.8µg/l、設置位置不良例では9.1µg/lと
17.5µg/l。同氏らは金属イオン濃度を下げるため
に、臼蓋側カップの設置位置を正確にするよう
勧告している。

Langton氏ら3は大骨頭径のMOM表面置換術
後、早期に無菌性のfailureを起こした症例につ
いて、臨床的および組織学的所見を発表した。

英国整形外科学会年次学術集会

2008年9月16～19日 英国・リバプール

イベント(続き)

表面置換術を受けた350例中、6例の女性が無菌性
のゆるみのため再置換術を受けた。このfailure
においては、不適切なカップの位置と全血中の
金属イオンの濃度の上昇が関連していた。患者
は鼠径部に激しい痛みを訴えていた。インプラ
ントの周囲には無菌性で高粘稠性、緑色の液体
を大量に認め、再生関節包の著しい腫脹をきた
していた。人工関節周辺組織は組織学的にALVAL
とメタローシスに明らかに一致する変化を呈して
いた。液体を分析したところ密集した炎症細胞
が認められた。CoC-THAを使用して再置換した
ところ、症状は改善した。一方MoM関節を使用
して再置換した症例では症状の改善がみられな
かった。

Mohamed El-Meligy氏ら4(英国、リバプール)
は、男性101例、女性89例についての生理的な
サイズのMoMベアリング・カップルを使用した
セメントレスTHAの結果を発表した。平均年
齢は62歳(20～89歳)。症例のうち28%は術後3
年目に、鼠径部の痛みと進行性のこわばりを訴え
た。症状を有する症例のうち12.5%に浸出液を
認めた。11例において金属アレルギーが組織学
的に証明され、関節液中のクロムとコバルトの
値は非常に高かった。組織所見上、毒性に対す
る反応がみられた。報告者らは、金属ベアリン
グ・カップルの使用については、さらに詳しく
調べるよう勧告している。

1 Ziaee H et al. Six-year results of prospective cobalt and
chromium monitoring in patients with a modern hip
resurfacing arthroplasty. Abstract, BOA 2008

2 Langton D et al. Reducing exposure to metal ions follow-
ing hip resurfacing: the importance of acetabular orien-
tation. Abstract, BOA 2008

3 Langton D et al. Early aseptic failure of large metal-on-
metal hip arthroplasty – Is metal sensitivity a conse-
quence of excess wear? Abstract, BOA 2008

4 El-Meligy M et al. Uncemented total hip arthroplasty
using anatomic-sized metal on metal bearings. Ab-
stract, BOA 2008

CoC: セラミックオンセラミック
CoP: セラミックオンポリエチレン
DDH:先天性股関節脱臼
EBRA: Single-image radiographic analysis
単一のＸ線像による解析
MoM: メタルオンメタル
MoP: メタルオンポリエチレン
HHS: ハリス・ヒップ・スコア
HR: 表面置換術
THA: 人工股関節置換術
XPE: クロスリンクポリエチレン
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Jozef Zustin氏1(ドイツ、ハンブルク)は、MoMを使用した表面置換術
後の過敏症hypersensitivityによって誘発された股関節部痛と非骨折性の
failureについて発表した。摘出されたセメント使用表面置換型MoMの大腿
骨側コンポーネント157関節に対し組織学的な分析を行った。組織学的検
査によると、10関節(6.6%)において骨～インプラントのinterfaceに広範囲
の骨内リンパ球浸潤を認めた。同氏はこれらの所見は最近発表された研究
とも一致するという結論を出している。股関節痛とメタローシスによって
誘発されたセメントMoM人工関節の無菌性のゆるみはおそらく、セメント
または金属に対する過敏症と関係があるのではないかと示唆している。

Daniel Neumann氏2(オーストリア、ザルツブルク)は、連続して行った
MoM-THA99例100関節におけるメタローシスの発生について報告してい
る。このプロスペクティブ的研究は10年以上のフォローアップ期間にわた
って行われた。無菌性のゆるみ、インプラントの機械的損傷、人工関節周
辺に生じた骨折のため、6関節に対して再置換術が行われた。組織病理学
的所見上、メタローシスおよびリンパ球とプラズマ細胞の集中的な浸潤を
認めた。無菌性のゆるみをエンドポイントとすると、ステムの生存率は
98%、カップの生存率は96%。最近発表された研究の結論と同じく、同氏
はMoM使用例におけるオステオライシスと無菌性のゆるみは、おそらく金
属摩耗粉によって誘発された過敏性反応によるものであると仮定している。

ドイツ整形災害外科学会

2008年10月22～25日 ドイツ・ベルリン

スコットランドへの誘い
エジンバラでBIOLOX®シン
ポジウムとBIOLOX®賞授賞
式を開催

第13回BIOLOX®シンポジウムが2009年9
月4～5日に、スコットランドの首都、エジン
バラで開かれ、ロンドンのチャリングクロス
病院のコンサルタント整形外科医で、ロンド
ンのインペリアル・カレッジの整形外科の正
教授でもある、Justin Cobb教授が会長を務め
ることになっている(1～2ページのインタビュ
ー参照)。シンポジウムでは、新しいベアリン
グ・カップルの最新の臨床結果と経験が発表
される予定で、セラミック・コンポーネント
のテーマは当然重要な役割を果たすことにな
る。人工股関節置換術においては、無菌性の
ゆるみが今なお最も多い合併症であるという
事実から、置換術におけるベアリング・カッ
プルの選択が再びシンポジウムのハイライト
になるであろう。臨床および基礎研究分野に
おける関節置換術・トライボロジーの専門家
には、このエジンバラでのシンポジウムにぜ
ひ参加していただきたい。

英国2009年BIOLOX®賞は、国籍や居住地
に関係なく、35歳以下の医師、エンジニア、
またはその他の研究者に贈られる賞である。
受賞者は学術委員会によって選考される。副
賞は2000ポンドで、シンポジウム中に授賞
式が行われる。「The use of ceramic wear
couples for joint replacement（人工関節置
換術におけるセラミックベアリング・カップ
ルの使用）」に関する研究開発に重要な貢献
があった科学研究を提出のこと。論文、ポス
トドクトラル論文、博士論文、その他以前に
発表した科学研究も選考の対象となる。賞を
受賞した過去の科学研究はBIOLOX®賞の選考
対象とはならない。提出期限は2009年6月15
日。英文5部を以下の宛先へ送付のこと。

CeramTec AG
Medical Products Division
Florence Petkow
Fabrikstr. 23-29
D-73207 Plochingen

シンポジウムについての詳細と、講演者および出席
者の登録はwww.biolox-symposium.comを参照。

セラムテックからのお知らせ

1 Zustin J et al. Intraosseous lymphocytic infiltrates underneath the cemented resurfacing
metal-on-metal arthroplasty suggestive of hypersensitivity reaction: A study of 157
retrieval femoral head specimen. Poster 13–802, DKOU, 2008

2 Neumann D et al. Metallose nach Implantation einer Metall-Metall-Gleitpaarung in der
Hüftendoprothetik – eine prospektive Studie mit einem Nachuntersuchungszeitraum
von mindestens 10 Jahren. Abstract WI4060, DKOU, Berlin 2008

3 Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials. See also:
Journal of Biomedical Materials Research Volume 78B Issue 1, Pages 76–82, Published
Online: 16 Nov 2005, Copyright © 2008 Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company

10月に開かれたベルリン会議で、ドイツ整形災害外科学会(DGOOC)のハインツ・
ミッテルマイヤー研究賞が、「Advanced nanocomposite materials for ortho-
paedic applications. A long-term in vitro wear study of zirconia-tough-
ened alumina.(先端ナノコンポジット材料の整形外科への応用。ジルコニア強化
アルミナのインビトロ摩耗に関する長期的研究）」3を行ったSaverio Affattato
氏(イタリア、ボローニャ)に贈呈された。5000ユーロの副賞はセラムテックが資
金協力している。下の写真は、授賞式で握手するSaverioAffattato氏(右)と同学
会事務局長のFritz Niethard氏。
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� 2009年3月13～14日
Endoprothetik Forum Münster
Münster, Germany

� 2009年3月19～21日
China Med
Beijing, China

� 2009年3月23～27日
Journées d’Orthopédie de Fort de France
Fort de France, France

� 2009年3月27～28日
Unfallmedizinische Tagung der DGUV
Düsseldorf, Germany

� 2009年4月18日
Internationales Symposium Hüfte
Hannover, Germany

� 2009年4月22～26日
Mid America Association Annual Meeting
Amelia Island, USA

� 2009年4月23～25日
Master Series
Pasadena, USA

� 2009年4月28日～5月1日
126th Kongress der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie
Munich, Germany

� 2009年4月30日～5月3日
57th Jahrestagung der VSO 2009
Baden-Baden, Germany

� 2009年5月14～17日
第82回日本整形外科学会学術総会
福岡・日本

� 2009年5月17～20日
Current Concept in Joint Replacement
Las Vegas, USA

� 2009年5月20～23日
DVOST/AE/DVES-Symposium
Pichlarn, Austria

� 2009年5月28～30日
40th OTODI
Palermo, Italy

� 2009年6月3～6日
10th EFORT Congress
Vienna, Austria

Steve French

最近の知見

英国におけるベアリ
ング・サポート

Steve Frenchは2008年9月にセラムテックに入
社した。以前は英国の他の大手整形医療機器メ
ーカーの営業およびマーケティングの様々な役
職を歴任。セラムテックの英国・アイルランド
担当製品マネージャーとしての新たな仕事に張
り切っている。「人工股関節に関する学術的議
論の主なテーマは年々変化しています。現在、
大きなニュースとなっているのは、ベアリング
・カップルの問題です」とFrenchは語る。「こ
の問題については2008年の英国整形外科学会で
も幅広く議論されており、ハードオンハードの
摺動面がこれほど注目を集めたことはかつてな
いほどです。最近開かれた機械工学協会のミー
ティングでも、2009年1月23日と24日にロンド
ンのIMAXシアターで開かれた第3回グレート・
ディベート年次大会でも、このテーマのために
非常に多くの時間が費やされ、注目度の高さを
物語っています」

英国では人工関節へのセラミック・コンポー
ネントの使用は、ヨーロッパの大陸部ほどは普
及していないが、国立関節レジストリーにおけ
る最近のデータには新しい動きが見られる。セ
ラミックライナ－とセラミックヘッドの件数が
着実に増えているのだ。「これは、人工関節置
換術を受ける若年齢層が増えるにつれ、摩耗に
関係した無菌性のゆるみとオステオライシスの
問題への認識が高まっていることを反映したも
のです」とFrenchは言う。インプラント・メー
カーにTHAでのセラミック使用についての情報
を提供し、整形外科の学界とも連絡を絶やさな
いようにすることが、Frenchの主な仕事だ。
「営業スタッフや病院スタッフのトレーニング
をお手伝いする今の仕事を、あらゆるレベルで
行えたらと思っています。もちろん最終的な目
標は、外科医のメリットを増やし、ベアリング
・カップルとセラミックについての最新知識を
常に把握できるようにすることです」

セラムテックのサービス


