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ベアリングのサイズと外
科手術

関節置換術専門センターで働く外科医たちも、変形性股関節症の若年男性
患者についての非常に良い結果を報告しています。表面置換術は、従来型
股関節置換術の十分な経験、および表面置換術の器具の使用に関する包括
的な訓練と経験を十分に積んだ医師によってのみ、行われるべきです。こ
れらの前提条件を満たした場合にのみ、表面置換術を成功させることがで
きるのです。
一般的に不成功率が高いのはなぜでしょうか？

金属部品から放出されうる摩耗粉に対する未解決のアレルギー反応
問題があります。しかし、その問題を除くと、私は、一部のインプラ
ントに関する設計上の問題と、そしてもちろん、不適切な設置位置
が、不成功率が高い理由だと思います。後者の問題は、サイズが小さい
時、特に女性患者の場合によく起こっています。私は、これらの理由に、
高い不成功率と、外科医の経験とスキルとの関係がはっきり現れていると
思います。
金属イオン問題に関して論議している文献について、どう思われますか？

この問題は、本質的に、メタルオンメタルのベアリング・カップル
の使用に関する問題であり、表面置換術自体とは関係がありません。
私は、この問題は、摩耗粉の過剰な生成、一般的にはインプラントの
アラインメント不良が原因ではないかと考えています。この問題は、
大きなメタルオンメタル・ベアリング・カップルを使用する股関節
全置換術に、今後、より頻繁に発生するのではないかと私はみていま
す。金属イオン問題は、表面置換術を選ぶ傾向から、大きなベアリン
グを使う股関節全置換術を選ぶ傾向に変化してきたことに呼応すると
思います。
博士は、表面置換術を行う際にメタルオンメタルのベアリング・カップル
をよく使用されていますが、股関節全置換術については、セラミックオン
セラミックにも強い関心を抱いておられます。これはなぜでしょうか？

1995年にゲントの大学病院で股関節置換術の分野で働き始めた頃、
多くの若年患者が、それまでの22mmのボールヘッドより大きな28mm
または32mmのメタルヘッドと、薄いポリエチレンのカップインサートを
使った股関節全置換術を受けているのを見ました。このベアリング・
カップルは、それまでの10年間のアメリカ産業のマーケティングが及ぼ

手術中の要因が人工股関節置換
術(THA)の結果に及ぼす影響

Koen de Smet博士は、セラミック
オンセラミックのベアリング・カップ
ルを使った新しい股関節インプラント
に関する前向き臨床経過観察研究を指
揮している。この新しいインプラント
のユニークな特徴は、ライナー+一体型
の、非モジュラー型寛骨臼カップであ
る。博士はこれまでに3,000例以上の
表面置換型人工関節置換術を実施して
おり、表面置換型股関節システムの使
用においては世界で最も経験豊かな外
科医の一人である。ベルギーのゲント
市にあるAnca Medical Center、およ
びイタリア、ローマ市のAnca Clinicのデ
ィレクターとして、de Smet博士は股
関節置換術に全力を注いでいる。

なぜ、最近、表面置換型人工関節置換術の件数
の減少が報告されているのでしょうか？

従来の股関節全置換術では、理想の位置か
ら少し逸脱しても大丈夫でした。それに対し
て、表面置換術の場合は、ごくわずかな逸脱
でも失敗につながることがあります。さまざ
まな会議で、外科医が5～10%の不成功率を
報告しています。もし私がそのような結果を
出していたら、当然ながら、多くの医師が今
そうしているように、私もすぐに表面置換術
をやめているでしょう。今の多くの医師の状
況が数字に表れているわけです。
しかし、大規模医療センターでは、一般的傾向
と異なりますね。

私が表面置換術を行ってきた11年間で、修正
手 術 を 行 っ た の は わ ず か 3 4 例 で 、 こ れ は
1.1%にすぎません。最近ウィーンで行われた欧
州整形外科学会(EFORT)の会議において、股

米国整形外科学会(AAOS)：股関節置換術の動向 若年層患者のための材質 ウェブ上の無料の医療情報

セラムテック株式会社・医療製品部門発行マガジン

Koen de Smeet, MD
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した影響の結果でした。しかし10年もたたないうちに、薄いライナーが
大量に摩耗し、激しい骨溶解という深刻な状況を引き起こしたのです(
図1参照)。そのため、私は代替ベアリング・カップルに目を向けることに
しました。1996年に、メタルオンメタルの使用に切り替え、1997年以降
は、セラミックオンセラミックを使用しています。表面置換術の場合は、
メタルオンメタルの使用の必要性を認めています。なぜなら、メタルオン
メタルを使用すると大腿部側の骨質を残すことができ、そうすると、うま
くいかなかった場合に、再置換術の際によりよい方法をとることができる
からです。セラミックオンセラミックのベアリング・カップルは、今では
より大きな直径のボールヘッドが入手可能になり、最近、さらに興味を引
かれるインプラントになってきました。
博士ご自身の患者さんの脱臼率はどのくらいですか？

初回置換術に関して言えば、過去5年間のセラミックオンセラミッ
ク・ベアリング・カップルを使用した場合の脱臼例は1例しかありませ
ん。手術の成功の理由はいつも同じです。できるだけ大径のボールヘッド
を使った良質のインプラント、軟部組織にできる限り侵襲を加えない優れ
た外科技術、そして多くの経験です。

最初の表面置換術900例(2003年まで)  0.7%
結果として生じた表面置換術(n=2100) (2003–2008) 0.0%
初回置換術・メタルオンポリエチレンまたはセラミックオンポリエチレン・前側方ア
プローチ(n=978)  

1.5%

初回置換術・セラミックオンセラミックBIOLOX®forte 28mmヘッド・後方アプ
ローチ (n=406) 

3.0%

一次セラミックオンセラミックBIOLOX®delta 28–40mmヘッド・後部アプロ
ーチ(n=228) 

0.4%

再置換術・後方アプローチ(2004年まで) (n=141) 14.8%
再置換術・前側方アプローチ(2004年まで) (n=159) 13.1%
再置換術・後方アプローチ(すべて) (n=357) 5.8%
再置換術・前側方アプローチ(すべて) (n=228) 6.0%
大骨頭径ヘッド(38–58mm)・再置換術(2004年まで) (n=45) 4.4%

Anca ClinicのK. A. De Smet博士によるTHR5,800例中の脱臼率(1995–2008)

どのような外科手技を使われるのですか？
後側方アプローチを行います。インプラントを確実に適切な場所に

設置できるよう、必要なだけ大きく切開します。関節包の保護と温存
も重要なポイントです。関節包の切除は、術後早期における関節不安
定性の原因になります。関節包を再建することにより関節の安定性は
非常に増加します。また患者の感覚的にも良好な結果－恐らく、固有
神経感覚によるものではなく、物理的な安定によるものだと思われま
すが－が得られています。1995年に私が股関節置換術の分野で働き始め
た頃は、より良い安定性を得るために、脚を長くしたものです。今ふ
りかえると、これは全く誤った考え方であり、通常の股関節置換術で
は不要なことでした。関節の安定性を向上させ、より簡単に、正確な
脚の長さの回復を行うためには、セラミックのヘッドとカップの直径
比の改善、正確なインプラントの設置(これによって、解剖学的オフセ
ットも回復します)、および関節包の再建などを適切に行うことが必要
です。このようなアプローチを行うと、概して、患者の快適度が向上
し、患者のQOLの回復度もさらに進みます。結果として、かなり高い
患者満足度を達成することができます。病院滞在期間は、概して、3～4日
に減少しました。最近の患者は、できるだけ長期間、活動性の高い生活
を送りたいと願っています。この期待に応えるためには、かなり質の高
い結果を出すことが必要です。
博士がお使いのセラミックオンセラミックの器具の特徴を教えて下さい。

寛骨臼側にセラミックのインサートを事前に取り付けた鋳造一体型
のカップ1です。そのため、手術中にシェルとインサートを組み合わせ
る必要がありません。カップは、直径32～48mmという大きなヘッドに
合わせて設計されています。カップの外径は、ヘッドより10～12mm大
きいだけです。つまり、32mm/42mmや48mm/58mmなどの組み
合わせを選ぶことができるのです。さらに、最大内径48mmのライナー
に66mmの外径カップという組み合わせも利用可能です。カップの形状

は、表面置換術に使用されるインプラントの形
状に似ています。大きな違いは材質です。カッ
プはチタンでできており、私の経験では、表
面置換術に使用されるコバルトクロム合金より
も、ボーンイングロースが良いと思います。
48mmのベアリング・カップルを使う必要性 
はあるのでしょうか？

私の同僚の中には、36mmで十分であり、そ
れより大きいものを使うと、軟部組織にインピ
ンジメントを起し、大きな可動域が得られない
のではないかと言う者もいます。はっきり言っ
て、私はこの考えに賛成ではありません。患者
の自然な人体構造にできるだけ近づけるため
に、私はいつも、できるだけ直径の大きなもの
を使います。36mmを超える直径について臨床
試験の証明はまだされていませんが、私は、直
径が大きい方が良いと確信しています。直径が
大きい方が、より安定性が増し、荷重配分が良
くなり、バイオメカニクス的に自然です。
しかし、直径の拡大と共に、摩耗粉の発生率も大
きくなりませんか？

いいえ。その問題は、ハードオンハードのベ
アリング・カップルを導入することで解決さ
れました。1997年以後、私が使用した800例の
セラミックオンセラミック・ベアリング・カッ
プルの中で、重篤な摩耗問題を起こした例は
1例もありません。
手術中に何か特に注意すべきことはありますか？

ここでも明らかなことですが、質の高い訓練
を受けることと、できるだけ多くの経験を積
むことが、良い結果を生む重要な必須条件で
す。インプラントの正しい設置位置が常に不
可欠です。私のカップはスクリュ－を併用し
ない、プレスフィットタイプですのでこれは
特に重要です。元の脚の長さを回復すること
に慣れていない医師は、(大きな直径のものを
使う場合)、脚の長さを伸ばしすぎてしまう傾
向があるかもしれません。当然ながら、この
ようなことを避ける努力が必要ですが、それ
を除けば、インプラントの取り扱いという点
においては通常の置換術です。経験豊富な外
科医であれば、何の問題もないでしょう。

1 Finsbury Orthopaedics社のDeltaMotion® System
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図1：メタルオンポリエチレンのベアリング・カップ
ルによるTHA後の重篤な骨溶解
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読者の皆様へ
 

私たちが出荷したBIOLOX®セラミック製
の部品が500万個を超えてから久しい時が経
ちます。股関節置換術のベアリング・カップ
ルに使用されるセラミック材の重要性は着実
に増し続けています。この発展は、わが社の
研究者、および開発・生産エンジニアをはじ
めとするすべての従業員の仕事によるところ
が大きいものです。

優れた品質は、究極的には、全包括的プロ
セスです。この概念に基づくと、結果的に
達成する品質は、1つ1つのステップの品質
によって決まります。これは、現代の医学、
特に外科分野においては当然ながら、自明の
命題です。人への治療を確立し最適化すると
いう課題は、工業用途にのみ関する分野の課
題よりも、はるかに困難なものです。それに
も関わらず、あるいは、まさにそれだからこ
そ、外科医たちはこの分野で進歩し続けるべ
く、最大限の努力を続けているのです。

それこそが、この雑誌の本質です。最新の
AAOS年次会議の報告では、どの程度までト
ライボロジー要因について知られるようにな
ったか、また股関節置換術の成功のためにト
ライボロジー要因がいかに重要であるかにつ
いて述べられています。Koen de Smet博
士へのインタビュー(pp.1–2)では、経験、
および外科医の技量と手技の重要性について
述べられています。Klaus-Peter Gunther
教授(pp.8–9)は、「医療周辺領域」の要素
もまた、非常に重要な役目を果たすことを説
明されています。これらすべての分野で集約
的研究が行われており、私たちの患者により
良い結果をもたらすために、新しい改良を重
ねた解決策を得る作業が進められています。

これらのすべてのことが、まさに今日から
将来にかけて、セラムテックが向かっている
道です。

 
敬具

 
Heinrich Wecker

セラムテック株式
会社
中東欧医療製品部門
マーケティング＆セ
ールス常務取締役
Heinrich Wecker

T型切開の前と後の股関節包

関節包再建の前と後の原位置

左大腿骨頭の骨壊死の後、二次的変形性関節症を発症した男性患者(47)に、40mmの
BIOLOX®deltaボールヘッドを使用し、低侵襲のセメントレスTHAを施行した際の、手術
前と後のX線写真

写真： 
Torsten Prietzel医師
ドイツ、ライプツィヒ、ライプツィヒ大学整形外科クリニック、低侵襲性股関節置換術およ
び腫瘍整形外科の部長
www.minderinvasiveendoprothetik.de
mdi-tep@uniklinik-leipzig.de

Prietzel T、Mundt A、Drummer N、Salis-Soglio von G：低侵襲性股関節置換術
改良手技による850例の一次移植と34例の修正移植に関する報告
ポスター58
2009年6月18～20日、ハンブルクで行われた北ドイツ整形外科学会(Orthopaedic 
Association of Northern Germany)の年次会議

追加参考文献：
Hummel MT、Malkani AL、Yakkanti MR、Baker DL. Decreased Dislocation
After Revision Total Hip Arthroplasty Using Larger Femoral Head Size and 
Posterior Capsular Repair.（大骨頭径インプラントを使用し、後方アプローチと関節包
修復を行い、脱臼率が減少した再置換術）J Arthroplasty, 24/6, Supplement, 2009

編集部

股関節包の再建
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AAOS

股関節置換術の結果と動向
AAOS年次大会(ラスベガス)の概要

ラスベガスで行われた第76回米国整形外科学会(AAOS)
年次大会は、今年もまた、世界最大の専門的行事となっ
た。33,000名以上の専門家が出席し、そのうち15,402名
が医師であった。500品目以上の技術展示、675件の論文
提出、196件の教育講座提供、および33件のシンポジウム
開催が行われた。最もよく議論された関節再建の臨床動向の
話題は、股関節表面置換術と大径ベアリング、インプラント
の信頼性と寿命、ベアリングの代替材料、ベアリングの表面
摩耗とその関連問題であった。セラニュースは、摩耗カップ
ルに関する最新動向概要をお届けするため、AAOS年次大会
の話題や議論をモニターした。

表面置換術
Andrew Shimmin(オーストラリア)は、手術

件数が表面置換術の結果に及ぼす影響につい
て論じた。Shimminの報告によると、表面
置換術の結果は医療センターにより大きく異
なる。それは医療センターにより、症例の選
択、外科技術、インプラントのデザイン、
外科手術件数、および経験が異なるためであ
る。オーストラリアの記録によると、200の
病院で約9,000例の表面置換術(HRA)が行わ
れ て い る 。 こ れ ら の 病 院 の 7 5 % で は 年 3 0
例 未 満 し か 手 術 を し て お ら ず ( 手 術 件 数 の
少 な い 病 院)、一方、わずか16の病院で64%
のHRAが行われている(手術件数の多い病
院)。Shimminによると、手術件数の少ない
病院の再置換手術率再置換手術率は6%であ
るが、手術件数の多い病院の再置換手術率は
わずか2.7%、年間100例を上回る程度であ
った。同じような報告が、T. Aulakh(イギリス)
からも行われた。Aulakhは、再置換手術率が
HRAの実施件数に大きく左右されることを示す
10年間の研究結果を示した。

M. Lavigne(カナダ)は、大径ヘッドの股関節
全置換術(THA)と表面置換術(HRA)について(各
24例)、施術後の臨床結果と歩行の特徴を比較
し報告した。歩行スピード、筋肉の緊張、静
止立位試験、およびWOMACスコアについて
は、すべての追跡時において、患者による違
いは認められなかった。しかし、素早く階段
を昇る試験ではTHA患者の方が良い結果を示
し、遠くまで歩く試験ではHRA患者の方が
良い結果を示した。ほとんどの研究ではHRA
の結果の方が良好であるが、これは患者の選
択(若年で活動性の高い)や、THAに比べHRAで
使用するヘッド径が大きいことによる。通
常、大径ヘッドを使用するHRAは、28mm
径 ヘ ッ ド を 使 用 し た M o M （ メ タ ルオンメ
タル）THAと比較される。Lavigneの調査で
は、HRAの確かな優位性は見られなかった。25
年近く経っても高い生存率を示す現在のセメン
トレス・ステムの極めて良好な結果を考える
と、骨の温存はもはや論点ではないようだ。

G. Grammatopoulos (イギリス)は、表面置
換術(HRA)の再置換手術後に行われたTHAの結
果について報告した。Grammatopoulosによる
と、HRA後の再置換手術結果は、THA後の再置
換手術結果よりも悪いとのことである。HRA後
に発生した偽性腫瘍の組織は黄灰色で、組織
面を通って広がり、かつ、一部の偽性腫瘍は破
壊性のものであった。微生物は検出されなかっ
た。偽性腫瘍をもつグループの50%は、再置換
手術後、神経損傷(3例)、緩み(2例)、脱臼(3例)
などの合併症を起こした。また、再々置換術率
は38%であった。Oxford hip score、UCLA 
hip scoreともに、再置換手術後の結果は対
照群と比べ、著しく悪かった。スコアの結果
は、時には、初回の置換術を行う前の状態と変
わらない場合もあった。

大径ヘッド
O. Holubowycz(オーストラリア)は、大

径ヘッドを使った多施設国際的無作為対照
試 験 に つ い て 報 告 し た 。 こ の 試 験 で は 、 
36mm、28mm径のメタルボールヘッドとク

Pi
ct

ur
e:

 B
ria

n 
K

ee
ga

n/
en

.w
ik

im
ed

ia
.o

rg
/lo

op
ko

m
m



5

ロスリンクポリエチレン(XPE)の組み合わせ
で、初回置換術および再置換術の、術後１年時
における脱臼発生率の比較が行われた。その結
果、脱臼率は36mmボールヘッドの方が低かっ
た。36mmボールヘッドを使った場合の初回置
換術後１年時の脱臼発生率がわずか0.8%であっ
たのに対し、28mmボールヘッドを使った場合
は4.4%であった。また、36mmボールヘッドを
使った場合の再置換術後の脱臼発生率は4.9%で
あったのに対し、28mmボールヘッドを使った
場合は、11.1%であった。

P. Chavan (米国)は、腰仙椎に変形を有
する患者に対する最適なカップ配置について
発表した。Chavanは、コンピュータモデル
で、28mm、32mm、36mmの異なるヘッドサ
イズについて調査した。股関節でインピンジメ
ントを起こすような8つの異なる動作をさせ、
インピンジメントが起こる時の股関節の可動域
を計測した。ヘッド径を28mmから36mmに
増加すると、カップの前方開角が減少しない限
り、43%インピンジメントが減ると同時に、実
質可動域も確保できた。

インプラントの信頼性と寿命
Stuart B. Goodman (米国)は、最近のベ

アリング・カップルの臨床成績について報告
した。Goodmanの実践経験によると、最近
の股関節ベアリングが最高15～20年維持され
る率は85～90%で、従来型のベアリングより
はるかに優れている。メタルオンポリエチレ
ン(MoPE)に関するいくつかの研究によると、
従来型の超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
と比較してクロスリンクポリエチレン(XPE)
の摩耗量は約50%低減した。しかし、XPEの
摩耗粉は非常に微細で、恐らくより生物学的
活性度が高い。メタルオンメタル(MoM)の場
合は、11年後に最高100%という非常に優れた
維持率が、研究によって示されている(L.Dorr
による)。しかし、MoMについても摩耗粉が
懸念される。現時点で、生物学的影響に関す
る、信頼できるデータは全くない。MoMの摩 
耗粉数は、ポリエチレン(PE)の摩耗粉数に比

べ、10～1000倍多かった。その上、血液中
のイオンレベルが増加し、偽性腫瘍も発生し
た。さらに、疲労亀裂が広がり、最悪の例で
はリムの破損に至る場合もあった。セラミッ
クオンセラミック(CoC)の場合は、総じて良
好な結果であった。ここで、再置換手術時の
きしみ音(squeaking)、破損、および材料に
よる制約について議論されている。

Bill Walter(オーストラリア)は、約20年間
の10,000例近い股関節置換術に基づき、セ
ラミックベアリングのトライボロジーにつ
いて報告した。セラミックに関する議論の
要点は、破損、雑音（no i se）、線条摩耗
（stripe wear）、および極めて正確な設置ア
ライメントの必要性である。線条摩耗は、カ
ップが設置角45度以上、前方開角15度以下
という設置アライメントの不良に伴って発生
することが多い。確認されている平均摩耗量
は1.2mm3/年である。破損は、初回置換術
後はヘッドが0%、インサートが0.1%、再置換
手術後が全体で2%であった。これは再置換
術時に、恐らくもとのステムテーパーに通常の
セラミックヘッドを装着することによるもの
と思われる。きしみ音が起こる場合、その原
因は患者要因(若年齢である、身長が高い、体
重が重い)、外科手術要因(外科技術、組織のイン
ピンジメントを防ぐための骨と組織の除去、ク
リーンなテーパー)、および設計要因(固有振動
数が少なく壁の薄い部品)にあった。

代替ベアリング表面
このセッションでは、金属イオンとその影

響について、主にOxford結果(上記G. Gram-
matopoulosの報告を参照)に基づき、活発
な議論が行われた。女性患者の15%に偽性
腫 瘍 ( P T ) が 発 症 し 、 P T に 対 す る 再 置 換 術
を行っても、かなり悪い結果が示された。W. 
Maloney(米国)は、このようなことが起こる
と、弁護士に新たな活動の場を提供する可能性
が高いと警告した。従って、外科医は、これら
のリスクについて患者に十分に知らせている
ことを、慎重に文書化しておかなければなら
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AAOS (続き)

ない。J. D’Antonio(米国)は、MoMには実際
に長所はあるのか、という疑問を呈した。彼
は、MoMの未知の要素を再び強調した。彼によ
ると、MoMの最大の長所は大径ヘッドを使うこ
とにあるようだ。しかし、36mmのペアリング
を使ったD’Antonio自身のMoPEにおける脱臼
の発生率の方が、MoMの通常の脱臼の発生率よ
りも低かった。

雑音の発生についても広く論議された。 
D’Antonioは、考えられる理由とメカニズムの
概要について発表した。なぜシステムによって
より雑音が発生しやすいのかを解明するには、
システム全体を調査しなければならないことが
明らかになった。D’Antonioは、なぜ、自分よ
りも雑音発生頻度が高くなる外科医がいるのか
わからないと述べた。約3,000名の彼の患者群
の中で5名だけがきしみ音を報告したが、いずれ
の患者もそれを再現することはできなかった。

S.Greenwald(米国)は、Rothman、Ranawat、
およびMurphyが提示した結果は、ある種のカッ
プにおいては、デザインが雑音の高い発生率を
引き起こす原因かもしれないことを示している
ようだ、と考えている。

股関節学会（Hip Society）会議
C. Ranawat(米国)は、手術後5～7年間にお

けるセラミックオンセラミック・ベアリング
の良好あるいは優良な結果について報告した。
彼は、BIOLOX®deltaが強靱であるメカニズム
について詳細に説明し、股関節インプラントの
長寿命のためには、システムのデザインが重
要であることを指摘した。W. Hozack(米国)
は、THAにおける雑音ときしみ音に関する詳細
で包括的な概要を述べ、雑音はどのベアリング
材料にも起こるとはっきり述べた。彼は、セラ
ミックオンセラミック・ベアリングのきしみ音
は、主にインピンジメントによって起こり、そ
れは、ほとんどの場合、コンポーネントの設置
アライメント不良、大腿骨ステムの選択、およ
び臼蓋カップの設計等が相まって起こると思わ
れると述べた。彼自身の結果では、スリムなチ
タンステムの場合、きしみ音の発生率が8.7%で

あったのに対し、ボリュ－ムのあるチタンステ
ムの場合は0.7%とはるかに低かった。彼は、現
時点では、きしみ音によって、寿命や摩耗度に
悪影響が及ぶかどうかのエビデンスは全くない
と述べた。I. Learmonth(米国)は、メタルオンメ
タル股関節置換術の後に増加する金属イオンレベ
ルの生物学的意義について要約した。彼は、摩耗
粉がもたらす疾病には長い潜伏期間があるのでは
ないかと暗に示した。金属摩耗粉には偽性腫瘍を
引き起こす可能性があり、その発生率は、考察中
のシリーズによって異なるが0.15%弱から20%
強の間である。

 
参考文献：
Shimmin, A. J. et al.: The effect of operative volume on the outcome of hip 
resurfacing. Paper No. 316, AAOS Scientific Program 2009 
Aulakh, T. S. et al.: Learning effect in hip resurfacing: A comparison between de-
veloper and trainee surgeons. Paper No. 319, AAOS Scientific Program 2009 
Lavigne, M. et al.: RCT comparing clinical outcome and gait characteristics 
after large head THA and hip resurfacing. Paper No. 318, AAOS Scientific 
Program 2009 
Grammatopoulos, G. A. et al.: Outcome of THA following revision hip resur-
facing is cause dependent and is worse than primary THA. Paper No. 325, 
AAOS Scientific Program 2009 
Holubowycz, O. et al.: Large articulation reduces early dislocation after hip 
replacement: A randomized controlled trial. Paper No. 499, AAOS Scientific 
Program 2009 
Chavan, P. et al.: Optimal cup placement in patients with lumbo-sacral  
deformities. Paper No. 500, AAOS Scientific Program 2009 
Goodman, S. B.: Clinical performance of modern bearing couples. Symposium 
on current controversies in bearing surface science, Paper No. II, AAOS Scien-
tific Program 2009 
Walter, W. L.: Tribology of ceramic bearings: challenges and opportunities. 
Symposium on current controversies in bearing surface science, Paper No. IV, 
AAOS Scientific Program 2009 
Berry, D. J. et al: Bearing surface selection for total hip arthroplasty: What’s 
best for the young patient? Instructional course 242, AAOS 2009 
Beaule, P. E. et al.: Technology 2009: Alternative bearing surfaces: The good, 
bad and indifferent. Instructional course 143, AAOS 2009 
Ranawat, C.: Ceramic-ceramic THA at 10+ years: What have we learned 
about what works and what does not? Hip Society/American Association of 
Hip and Knee Surgeons, AAOS 2009 
Hozack, W.: Ceramic squeak: how frequent? What causes it? Can it be avoid-
ed? Hip Society/American Association of Hip and Knee Surgeons, AAOS 2009 
Learmonth, I.: Metal–metal bearings in hip arthroplasty: local and systemic 
biologic responses. Hip Society/American Association of Hip and Knee Sur-
geons, AAOS 2009

略語の解説：
ALVAL = 無菌、リンパ球、血管炎、および関連障害
CoC = セラミックオンセラミック
HRA =表面置換型人工関節置換術
MoPE = メタルオンポリエチレン
MoM = メタルオンメタル
PT = 偽性腫瘍
ROM = 可動域
THA = 股関節全置換術
UHMWPE = 超高分子重ポリエチレン
XPE = 架橋ポリエチレン
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新しいベアリング類は、THA (人工股関節全置換術) に革
新的進歩をもたらしているが、それら各々が長所と短所を
持ち合わせているため、それを理解することが、あらゆる
患者にとって、インプラントの最適な選択を見出す手助け
となる。Daniel Berry氏, Steven MacDonald氏, Peter 
Sharkey氏そしてJay Lieberman氏 (米国)による教育講
座並びにJohn Fisher氏による研究が、ガイドラインを提
供してくれている。 合理的な選択方法

A. 高齢の患者要望が低度の患者
メタル・オン・ポリエチレン
•  脱臼のリスクを減少させるための大きなヘッド
•  クロスリンクポリエチレン vs. 従来のポリエチレン

―イオンのリスクが無い 
―破損のリスクがほとんどない 
―コスト面で手頃である

B. 要望が中～高度の高齢患者
メタル・オン・クロスリンク・ポリエチレン
•  イオンのリスクが無い
•  破損のリスクが低い
•  コスト面で手頃である
•  摩耗率が低い

C. 出産可能な時期にいる活動性の高い若年女性患者
1. セラミック・オン・セラミック、またはセラミッ

ク・オン・クロスリンク・ポリエチレンまたはメ
タル・オン・クロスリンク・ポリエチレンを検討
する

2. メタル・オン・メタルは避け（胎児に対するイオ
ン・リスクが測定不可能）

D. 活動性の高い若年男性患者、あるいは出産可能な
時期にいない女性患者

メタル・オン・クロスリンク・ポリエチレン/セラミ
ック・オン・クロスリンク・ポリエチレンvs. メタル・
オン・メタル vs. セラミック・オン・セラミックvs. メ
タル・オン・ポリエチレン
•  イオン・リスクが低いと思われる
•  メタル・オン
•  メタルは最も大きなヘッドサイズが利用可能であ

り、破損のリスクも無い
•  注：女性にメタル・オン・メタルを使用する

と、ALVAL反応が起こりやすい可能性がある。

E. 全身性腎臓疾患を患っているか、あるいは金属過
敏症を抱えている活動性の高い若年患者

1. セラミック・オン・セラミック、またはセラミッ
ク・オン・クロスリンク・ポリエチレン/メタル・
オン・クロスリンク・ポリエチレンを検討する

2. メタル・オン・メタルは避ける（イオン・リスク
あり）

若年齢層の患者にとって何が最適なの
だろうか？
教育講座及び研究結果：
THAのためのベアリング表面の選択

ベアリング選択肢の長所と短所の概略： 
ベアリング 長　所 短　所

セラミックボールのヘ
ッドと組み合わされた
クロスリンク・ポリエ
チレン

• 摩耗しにくい特性：
短期から中期の臨床
データおよび近似
実験データは、従来
のポリエチレンに比
べて摩耗が80–90％
減少 し ていること
を示している(John 
Fisher, 英国、によ
る in-vitro[体外での] 
研究)

• エレベーテッド・ラ
イナ－が使用可能

• 多様なサイズのヘッ
ドが入手可能

• 恐らくハード・オン・
ハードの耐摩耗性よ
り劣るだろうが、若
年層の患者の骨溶解
を防ぐことはできる
だろう

• 粒子のサイズや表面
積が挙動に影響を与
えることも有り得る

• ポリエチレンが薄い
場合にはライナーが
破損するリスクが
ある

セラミック・オン・セ
ラミック

• 摩耗率が低い
• イオンが無い

• インピンジメントに
よる損傷を受けや
すい

• カップを正確に設置
しないと、損傷を受
けやすい

• 破損するリスクが
ある

• ノイズがする(AAOS 
2009の論文より)

メタル・オン・メタル • 摩耗率が低い
• カップの外径率に対

して最大径のヘッド
が使用可能

• 破損のリスクが無い

• 全身の金属イオンの
レベルが高まる－有
意性は不明

• 金属アレルギー
• 局部的なリンパ球の

反応 (ALVAL)
• ノイズがする(AAOS 

2009の論文より)
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出典：「教育講座/股関節全置換術のためのベアリング表面の選択：若年齢層の患者にとって何が最適なのだ
ろうか？」(Instructional Course/Bearing Surface Selection for Total Hip Arthroplasty: What’s best 
for the young patient?) Daniel J Berry, MD, Rochester, MN, Steven J MacDonald, MD, London, ON 
Canada, Peter F Sharkey, MD, Philadelphia, PA, Jay R Lieberman, MD, Farmington, CTらの AAOS 
2009の論文より 

編集者による注意書き：さまざまなベアリング表面の潜在的メリットとデメリットに関するこの評価は、一
部のベアリング・カップル(BIOLOX®deltaオンBIOLOX®delta等)を米国の医師が入手出来ないという状況に
基づく米国の意見である。
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インタビュー

してもです。評価自体に、客観的に収集された
データと患者の主観的な期待とを結びつける面
が欠けているのです。

主観的な要素は表れないのですか？
既存の評価方法では、この点を十分には明ら

かにできないのです。何よりもまず痛みが消え
ることに関心があり、機能にはごく低い関心し
か示さない患者もいれば、身体的活動を行える
ようになることを望み、ある程度の痛みは受け
入れる覚悟をしている患者もいます。このこと
を考慮にいれなければ、Harris Hip Score のよ
うなスコアは、患者自身は満足していないにも
かかわらず、5～10％の患者が満足していると
いう結果になるでしょう。しかし、ここでも、
我々は正確な数字を把握してはいないのです。
利用可能な評価方法は全ての患者を同じ型には
めがちです。一覧表上のスコアは患者さんの体
験の重要な側面を隠しているかもしれないので
す。例えばWOMACというスコアがあるのです
が、これは機能と痛みの変数に加えて、硬直度
（stiffness）の変数も含んでいます。我々の患
者さんの5～10％は、この硬直度のスコアが、
手術後も手術前よりたいして良くなっていない
のです。正確な理由が何であるのかは我々も未
だ分からないのですが、このテーマに関して発
表された幾つかのレポートを我々のデータは裏
付けていると思います。

新しい評価方法が必要でしょうか？
例えば国際変形性関節症学会(OARSI)やリウ

マチ学のアウトカム指標イニシアチブ(OMER-
ACT)の提案者達は、現在、THAの結果をより良
く示す方法について取り組んでいます。レポー
ト類は未だ発表されていないのですが、我々が
この分野において更なる努力が必要なことは明
らかです。

患者特有の要因がTHA(人工股関節全置換術)の
成果に及ぼす影響　

「CeraNews」では最近、股関節形成術の成功を左右する
外科要因並びにインプラント関連の要因についての報告を掲
載してきた。最新号では、患者特有の要因に焦点を移した。
一般的に、THAの手術を受けると、殆ど全ての患者が生活
の質という面で著しく改善すると考えられている。このこと
に関しては多数の研究で確認されているようだが、これらの
研究のほとんどが、特別な医療機関で入念に選択された患者
データに基づいて実施されていることを、心に留めておくこ
とが大切である。患者特有の要因が治療の成功に及ぼす影響
に注目している研究は極めて少ない。現在この問題を調査し
ている研究者の一人がドレスデン工科大学内Carl Gustav 
Carus 医科大学の主任教授Klaus-Peter Günther医師で
ある。彼はまた同大学における整形外科クリニックのメディ
カルディレクターであり、ドイツ整形外科及び整形外科手術
協会(DGOOC)の現会長でもある。

関節形成術は一般に考えられているような好結果を生んでいるのでしょう
か？

確かに関節形成術、特に股関節形成術は非常に良い成果をあげていま
す。概して、患者さんは手術後に著しく良い結果を示しています。もし股
関節の痛みと機能の要素を組み合わせたものを0(最も問題あり)から100(
全く問題なし)の段階で表すとするならば、平均的な患者さんの手術前の
スコアは恐らく40から60の間にあり、手術後のスコアは85から95の間に
なるでしょう。人工股関節置換術は、患者さんの機能レベルを同じ年齢集
団の中の平均的な健康の人の機能レベルにまで効果的に引き上げます。こ
のことは顕著な成果であり、医療の他の分野の中で事実上並ぶものがあり
ません。手術方法として、関節形成術は、かかった費用に比べれば最大級
の成功を示しており、この成功を今後長い期間に渡って示し続けるでしょ
う。

しかしそれほどうまくいっていない統計的に有意な患者グループがありま
すね。

平均的な患者さんが優秀な数値を示しているので、80点より少し下回る
数値や大幅に下回る数値を示す患者さんの体験に目が向かなくなる傾向が
あります。非常に冷静に事態を見てみれば、全患者数の約10～15％に、
期待していたような改善がみられなかったと考えられるでしょう。しかし
そうは言っても、そこから的確な結論を引き出すための必要なデータを、
我々は未だに持ち合わせていないというのが実情です。

平均以下の結果しか得られなかった理由に何か重要な特徴はありますか？
全患者数の約3％は、手術前より手術後の方が悪化すると考えて差し支

えないでしょう。全患者数の約5～10％は関節形成術を行っても何の成果
も得られず、また数パーセントは平均以下の改善しか期待出来ないでしょ
う。

これらのあまり好ましくない結果について、どのようにお考えですか？
私たちの調査では、全患者数の10～15％は、手術後のスコアに大きな

改善が見られませんでした。これらのケースの一部は、手術による合併症
や痛みが原因です。しかし、今は、結果の混在が、間違いなくより重要
で、注目すべきことだと思います。例えば、手術をして痛みは和らいだが
機能は十分回復していない時、或いはその逆の場合です。この場合、全体
的スコアはどちらかというと悪くなります。例え、その患者さんが、機能
はあまり改善していないが、痛みが消えたことで、かなり満足していたと

Klaus-Peter Günther, MD
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新しい評価方法はどのようなものになりそうで
すか？

さまざまな要因に特別に重きを置きながら、
患者特有の要素に重点を置くやり方で結果を表
すことができるかもしれません。しかしなが
ら、このようにすると、同一単位で計ることが
出来なくなり、そのため科学的調査には適さな
いかもしれません。(これに関して) 我々は未だ
良い解決策を見つけていません。今のところ、
欠点に気がついているだけにすぎません。

あなたのクリニックでは、これらの問題点の調
査においてどのような進展がありましたか？

Deutsche Arthrosehilfe (ドイツ骨関節炎ア
シスタンス)から援助を受けて、我々は2005年
にドレスデン・ヒップ・レジスターを紹介する
ことが出来ました。レジスター上のデータは、
股関節置換手術を受けた我々のあらゆる患者さ
ん達に実施された、手術前と手術後６ヶ月の標
準的調査に基づいています。調査は、WOMAC
などの生活の質に関する調査を含んでいます。
我々は現在、ほぼ1,500人分の患者さんに関す
るデータを保有しています。

予備評価の結果はどのようなものだったのです
か？

我々はまだ調査中であり、特定の如何なる結
論をも出せてはいません。しかし、明らかな徴
候がみられます。例えば、一人住まいをしてい
る患者さん達は、通常、家族と同居している患
者さん達に比べて、生活の質や機能という面で
スコアがいくらか低くなってしまいます。同じ
ことが仕事要因にもあてはまるように思われま
す。仕事をしている人はより良い結果がでる傾
向があります。性別の要因は、もう少し複雑な
ようです。女性は男性よりも悪いスコアを手術
前に示し、手術後も、男性より少し悪いスコア
を示しています。しかし、手術前後のスコアの
差は、男性よりもどちらかというと大きいので
す。つまり、女性は、男性の示す絶対的数値に
は必ずしも達していませんが、手術の効果はよ
り大きく感じているのです。また、太りすぎの
患者さんには良い結果が出ないだろうと予測し
ていたのですが、明らかな肥満やBMIが極めて
高い場合にのみ当てはまるものでした。そして
最後に、心理的要因も大きいことがわかりまし
た。

心理状態と関節形成術はどう関連しているので
しょうか？　

我々のクリニックで、医療心理学者と共に現
在実施している研究では、詳細な心理的プロフ
ィールの作成など、工夫を凝らした手法を利用
して、およそ300人の小規模な患者グループに
おける股関節形成術の結果を調査しています。
今までのところ、手術前に高いレベルの不安感
を表す患者は、通常、手術後も、そのような不

安感を抱かない患者より、機能と生活の質の両
面で低いスコアを示すということが実証できま
した。それと対照的に、非常に楽天的で人生に
対して肯定的な人々(いわゆるD型パーソナリテ
ィの人)は、THA後に平均より遥かに高いスコア
を獲得する傾向がありました。このことから、患
者の性格により多くの注意を払うことの大切さが
よくわかります。

これらの調査結果に対して、臨床的な対応は何か
されたのですか？

いいえまだです。我々は最終結果を待たなけれ
ばなりません。最終データによって我々は、影響
を及ぼしやすい要因を特定することが出来るはず
です。しかしながら私の考えでは、インフォーム
ド・コンセントの論議が行われている中、患者さ
んの手術前の不安が手術後の結果に悪影響を与え
る可能性があるという指摘は、道理にかなってい
ると思います。つまり、手術前に平均より遥かに
下回っているWOMACスコアが、手術後に高ス
コアになることは期待出来ないということです。
このような場合、患者さんは余り過度な期待をも
たない方が望ましいでしょう。我々は今、手術前
に高レベルの不安感を抱く患者に対するある種の
心理学的サポートが、手術の成功に積極的な影響
を及ぼすことが出来るかどうかを見極める研究を
進めていく計画を立てています。

クリニカルパスによって、患者の成果を上げるこ
とは出来るでしょうか？

膝の関節形成術の分野で、そのような調査を実
施してきましたが、期待していたほど大きな成果
は上がりませんでした。もしかすると、我々が非
常に高いレベルからスタートしたことが原因かも
しれません。クリニカルパスによって著しい改善
がもたらされるという話をしばしば耳にします
が、高水準の質が既に維持されているクリニック
で、更なる改善を明らかに示したという調査につ
いては聞いたことがありません。

手術前の筋力トレーニングに関してはどのような
御意見をお持ちでしょうか？

患者さんに理学療法のトレーニングを受けさせ
るなど、手術前に幅広い情報を提供することによ
り、結果を改善させることが出来るということ
は、はっきりと実証されてきました。手術前の筋
力トレーニングもまた、結果に良い影響を及ぼす
ようです。しかしながらこの点に関しては対立す
る報告もあり、筋力トレーニングの影響と、同時
に実施する理学療法トレーニングのような同様の
介入の影響とを区別することは、通常、不可能で
あるとの指摘は当然といえるでしょう。
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セラミック・オン・ポリエチレン  vs. メタル・オン・ポリエチレン 
Ihle氏等(ドイツ)は、セラミック・オン・ポリエチレンのベアリング・カ

ップルとメタル・オン・ポリエチレンのベアリング・カップルとを生体内
で20年に渡って比較し、セラミック・オン・ポリエチレンのベアリング・
カップルの方が、遥かに低い摩耗率と少ない摩耗粉量を示したと報告し
た。これは、予測研究として、93例のセメントレスTHAにおいて全数同一
タイプの人工股関節ユニットを、80人の患者に連続的に使用したものであ
る。患者の年齢層は28歳から82歳までに渡っており、平均年齢は52歳だ
った。直径32ミリのセラミック・ヘッド80ユニットとメタル・ヘッド13
ユニットが使用された。合計57人(67の股関節)の患者が手術後に調査され
た。調査員はEBRA法を使って55の症例を評価することが出来た。平均年
摩耗率は、セラミック・ヘッド・グループは0.107ミリであり、メタル・
ヘッド・グループでは0.190ミリであった。また、セラミック・ヘッド・
グループの再置換率は13.8％で、メタル・ヘッド・グループの再置換率
46.2％より大幅に低かった。
 
Ihle M, Mai S, Siebert W. Keramik- und Metallköpfe im Dauertest – eine Langzeitanalyse des PE-Abriebs nach 20 Jah-
ren. Orthopädische Praxis 2009; 46(5): 221–230 
 

セラミック・オン・セラミック vs. セラミック・オン・ポリエチレン  
Hernigou氏等(フランス)は、1981～1985年の間にセメントTHAを両

側に施行した28人(56の股関節)の患者を、さかのぼって調査した。年齢が
55歳以下の若い患者はアルミナCoCを使用したTHA手術を受け、年齢が
56～65歳の患者はアルミナCoPを反対側に使用したTHA手術を受けた。
手術時の平均年齢は55歳(38～61歳)だった。平均追跡調査年数は20年(20
～25年)だった。アルミナ・ヘッドは32ミリだった。CoPを使用した時よ
りCoCを使用した時の方が常に摩耗が少なかった。CoPを使用した股関節
は、線磨耗が年平均0.05ミリ(0.03～0.09ミリ)、体積摩耗は年平均1,247
立方ミリメートル(684～1,984立方ミリメートル)だった。CoCを使用し
た股関節は遥かに摩耗率が低く、線摩耗、またはヘッドの移動距離が年平
均13マイクロメートル(0.0～0.20マイクロメートル)、摩耗量は平均124
立方ミリメートル(0～519立方ミリメートル)だった。5例のインプラント(
このシリーズに含まれていないインプラント)の分析後、著者らは、これが
ヘッドとカップ部分の年5マイクロメートルの摩耗率と関連していること
を立証した。彼等は、X線写真上で確認されたCoCを使用した場合の骨溶
解の低い発生率は、CoC使用のTHAに関する他のレポートの結果と矛盾し
ていないことを示した。彼等は、骨溶解量に関しては、単純X線写真から
よりもCTスキャンからの方がより正確な情報が得られる、ということを特
筆している。CTスキャンを使用して発見された骨溶解病変の数は、CoCの

方が反対側のCoPより少なかった。同じ患者によ
る比較をした場合、CoCを使用した股関節の方
がCoPを使用した股関節よりも骨溶解量が常に
小さかった。
 
Hernigou P, Zilber S, Filippini P, Poignard A. Ceramic-Ceramic Bearing 
Decreases Osteolysis: A 20-year Study versus Ceramic-Polyethylene on the 
Contralateral Hip. Clin Orthop Rel Res. Published online 13 March 2009

セラミック・オン・セラミック
CoCベアリングを患者に使用した場合の

失敗の原因は未だ十分には文書化されていな
い。Savarino氏等(イタリア)は、失敗に終わっ
たアルミナCoC THA(28ミリ、32ミリ)を受け
た手術時期が連続した30人の患者に対して行わ
れた追跡調査(8年)の中期成績の結果について、
臨床症状やX線検査のデータ、臨床検査値や組織
病理学上のデータを報告した。再置換術時に採取
されたインプラント周囲の組織や摘出されたイン
プラントの摩耗も又分析して調べられた。ゆるみ
の原因は設置位置不良、手術時の固定性不良、外
傷あるいは感染等だった。著者らは、インプラン
トの摩耗の程度や組織におけるマクロイファージ
の反応にバリエーションは存在するものの、巨細
胞や破骨細胞の活性化は誘発されなかったし、組
織球の反応と骨溶解のレベルとの間に相互関連は
見出せなかったことを指摘した。著者らは、これ
らの調査結果により、摩耗粉や時折起こる骨溶解
は、MoPベアリングの場合と異なり、CoCイン
プラントのゆるみや失敗の原因ではないことがわ
かったと結論づけた。無菌性のゆるみは、機械的
な要因（設置位置不良、外傷、初期固定性不良）
によるものであった。
 
Savarino L, Baldini N, Ciapetti G, Pellacani A, Giunti A. Is wear debris respon-
sible for failure in alumina-on-alumina implants? Acta Orthopaedica 2009; 
80(2):162–167 

メタル・オン・メタルの股関節表面置換術
Harvie氏等(英国)は、MoM表面置換術後に合

併した偽腫瘍による大腿神経麻痺の2例について
報告している。報告によれば、MoMの股関節表
面置換術後2年以上経過した後に遅発性の大腿神
経麻痺が出現した。それは大きな偽腫瘍の瘤に
よる大腿神経の歪みと牽引とによって引き起こ
されたものである。一例目の55歳の女性患者の
場合では、MoMの股関節表面置換術を施した3
年後に、股関節の痛みと大腿神経の麻痺が発症
している。単純X線写真では異常は見つからなか
ったが、CTスキャンでは右側の腸腰筋に充実性
の大きな偽腫瘍が見られた。この患者は偽腫瘍の
切除手術とハイブリット型CoC THAへの再置換
手術を受けた。彼女は痛みを感じることなく動く
ことが出来るようになった。二例目の大腿神経に
おける病理組織は、未曾有の所見を呈していた。
神経内の生組織はことごとく破壊されており、神
経束は石灰化した細片に変性していた。

著者らは、これらの神経病理組織学上の発見は
ことによると、MoMの摩耗粉に起因する末梢神
経病態の新しい形かもしれないと結論づけている

ベアリング・カップルの臨床比較

ポリエチレンの摩耗粉は人工股関節周囲の組織を傷つける
恐れがあり、股関節形成術において無菌性の弛みを引き起こ
す大きな要因の一つとなっている。THAシステムにおいてポ
リエチレンのカップと組み合わされた時の、セラミック・ヘ
ッドとメタル・ヘッドの性能を比較した20年間に及ぶ研究
の結果が最近発表された。セラミック・オン・ポリエチレン
のベアリング・カップルの方が遥かに摩耗粉の量が少なく、
また低い再置換率を示した。20年間の研究は、メタル・ヘ
ッド、骨溶解、および高い再置換率との間に相関関係がある
ことを示す、他の幾つかの研究から得られた証拠を、実質的
に確認する結果になった。別に実施された長期に渡る研究(こ
の研究もまた20年間に及んだ)も、セラミック・オン・セラ
ミックのベアリング・カップルの方が、セラミック・オン・
ポリエチレンのベアリング・カップルよりも、摩耗や骨溶解
が遥かに少ないと考えられることを示している。
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Harvie P, Giele H, Fang C, Ansorge O, Ostlere S, Gibbons M, Whitwell D. The 
treatment of femoral neuropathy due to pseudo-tumour caused by metal-on-
metal resurfacing arthroplasty. Hip International 2008;18 (4): 313–320 

Hart氏ら(英国)は、MoM股関節表面置換術を
受けた患者のコバルトイオンとクロムイオンの
循環レベルは、CD8+T-cellリンパ球減少症と関
係していると報告している。又CD19+(B-cell)
の総数に減少も見られた。著者らは、MoM股関
節表面置換術(片側例・両側例とも)、CoC置換
術、MoP置換術を受けた患者について、人口統
計学的、臨床的そして臨床検査学的特徴の分析
などの有病率追跡調査を行った。この調査は164
人の患者(男性101人、女性63人)を対象に行われ
た(106人がMoM股関節で58人がMoMでない股
関節である)。患者は年齢が65歳以下で、免疫疾
患の既往はなく、変形性股関節症と診断されて
いた。臨床検査で定義されたT-cellリンパ球減少
症が、片側MoM股関節手術を受けた13人の患者
(15％)(CD8+リンパ球減少症)と11人の患者(13
％)(CD3+リンパ球減少症)に確認された。各々の
コントロールグループ(p値.0.024～0.046)と比
べてMoMのグループには、CD8+リンパ球サブ
セットの絶対数に大幅な相違が見られた。

著者らはこれが、コバルトイオンとクロムイオ
ンに関する人の血中濃度と循環リンパ球数との間
の直接的な関連性を見出した最初のレポートであ
ることを強調している。

Hart AJ, Skinner JA, Winship P, Faria N, Lukinskaya E, Webster D, Muirhead-
Allwood S, Aldam CH, Anwar H, Powell JJ. Circulating levels of cobalt and 
chromium from metal-on-metal hip replacement are associated with CD8+ 
T-cell lymphopenia. J Bone Joint Surg Br 2009; 91-B: 835–42 

Hart氏ら(英国)は、MoM股関節置換術後、原
因不明の痛みを有する、手術時期が連続する26
人の患者に対して、人工股関節周囲の軟部組織を
検査するために金属に起因するアーチファクトを
低減するMRI検査、3D-CTを用いた人工股関節
コンポーネントの設置位置の評価、および、誘導
結合型プラズマ質量分析法による全血中のコバル
トとクロムの濃度分析を行った。患者は、平均年
齢が52.3歳(33～63歳)の9人の男性と、平均年
齢が52歳(38～70歳)の17人の女性だった。彼
等は3つの臨床的に重要な結果を発見した。MRI
検査では16例（男性および女性。症状ありと症
状なしがあった）に人工関節周囲の病変が発見
された。そのうち14例は液体貯留、2例は軟部
組織内の腫瘤を認めた。MoM股関節に痛みを感
じている患者は、埋設した人工股関節コンポーネ
ントが順調に機能している患者よりも高い金属イ
オン濃度を示した。著者らは、これらの所見が失
敗の原因を突き止める手助けとなり、将来の再置
換の必要性を予測し、再置換に使用するインプラ
ントの選択の手助けになるかもしれないと、結論
づけている。

Hart AJ, Sabah S, Henckel J, Lewis A, Cobb J, Sampson B, Mitchell A, Skinner 
JA. The painful metal-on-metal hip resurfacing. J Bone Joint Surg Br 2009; 
91-B: 738–44

Hart氏ら(英国)は、MoM股関節表面置換術を
受けた26人の患者のカップの設置角度を単純X
線写真から測定し、誘導結合型プラズマ質量分
析法を用いて全血中のイオン濃度を測定した。著
者らは新しい分析方法により、血中の金属濃度を
MoM股関節の体内での摩耗率の実際的なバイオ
マーカーとして用いることが可能になるかもし
れない、と指摘している。彼等は、50度以上の
臼蓋の傾斜角度がMoM股関節の摩耗率―血中の
金属イオン濃度を通して測定できたわけである
が―に及ぼす影響が、MoP股関節の場合と類似
しているように見えることを示した。調査結果
は、MoM股関節表面置換術においてはコンポー
ネント設置の最適条件を少しでも外すと摩耗率に
良い結果が出ない、ということを示唆している。
著者らは、臼蓋コンポーネントを最適な向きに置
くことによって金属濃度を最小限に抑えることが
出来る、と結論づけている。そして、傾斜角度に
細心の注意を払うよう外科医に推奨している。
 
Hart AJ, Buddhev P, Winship P, Faria N, Powell JJ, Skinner JA. Cup inclination 
angle of greater than 50 degrees increases whole blood concentrations of 
cobalt and chromium ions after metal-on-metal hip resurfacing. Hip Interna-
tional 2008; 18(3): 212–219  

Peacock氏ら(英国)は、大量の浸出液により大
腿や足関節の腫脹・鼠径部痛、動作制限、脱臼
や末梢性の浮腫といった症候をきたした反応性
滑膜炎を合併した、MoM股関節表面置換術後の
一例について報告した。痛みの症状は手術後5ヶ
月目に現れ、7年間続いた。セメントTHAを用い
て再置換したところ症状は消失した。この患者
からは450ミリリットルの液体が抜かれ、反応性
の滑膜様組織が切除された。組織検査上、切除検
体にはリンパ球の密な浸潤が認められた。摩耗粉
の存在は明かではなかった。著者らは、浸出液は
サブミクロンの金属摩耗粉に対する免疫反応がさ
らに進んだ徴候である、と結論づけている。彼ら
は、MoM表面置換術とに関連した長期的な免疫
関連の合併症は、現在までに報告されているよ
りも起こりやすくなるかもしれないと指摘して
いる。彼等は、通常の検査の結果が全て正常で
あると仮定すると、MoM表面置換術後に現れる
大腿部痛や非特異的な症候を調べるかどうかは
問題を含んでいて疑問の余地がある、と付け加
えている。
 
Peacock A, Say J, Lawrence T. Reactive synovitis following hip resurfacing:  
a case presentation. Hip International 2008; 18(3): 224–7
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CCJR Spring  
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沖縄・日本

ウェブで利用できる無料メディカル・コ
ンテンツについてのご案内

2010年中に、画像アーカイブや刊行物、論文そして書籍
など多彩なメディアがウェブ上でオンラインにて、無料で入
手できるようになります。科学知識情報へのアクセスを無制
限に行うことが可能となるため、医療活動に大きな効果が期
待できます。私たちCeramTecは、この新しいシステムを利
用して、選りすぐりのおすすめ情報を皆様にお届けします。

ブリストル・バイオメディカル画像アーカイブ  
• www.brisbio.ac.uk/index.html 
学習、指導、研究のために約8000の医療画像
が利用できます。

全文医学論文の無料提供
• www.nlm.nih.gov
アメリカ合衆国国立医学図書館は、無料全文 
論文データベースPubMedの検索サービス 
の提供をはじめました。

無料医学書
• www.freebooks4doctors.com 

無料医学刊行物
• www.freemedicaljournals.com 
• www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medical.php  
• www.MedicalJournals.co.uk

無料整形外科電子書籍およびガイド
• www.freebookcentre.net/medical_text_books_journals/orthopedics_
ebooks_online_texts_download.html

無料整形外科刊行物
• www.freemedicaljournals.com/fmj/IP_ORTHO.HTM

その他のおすすめサイト：
• Biomaterials Network: www.biomat.net 
• Society for Biomaterials: www.biomaterials.org  
• The European Society for Biomaterials: www.esbiomaterials.eu 
• Italian Biomaterial Society: www.biomateriali.org 
• Material Research Society: www.mrs.org 
• Interuniversities Research Center on Materials for Biomedical Engineering:
 www.cirmib.ing.unitn.it 
• The American Ceramic Society: www.ceramics.org 
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