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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
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菅野伸彦医学博士(MD、PhD)

モジュラーシステムへのトレンド

菅野伸彦教授は２０年のキャリアをもつ股関節の専門家で
あり、大阪大学大学院医学系研究科運動器医工学治療学寄
附講座教授である。また同教授は、日本股関節学会、日本
人工関節学会、日本バイオマテリアル学会の評議員、「The
Journal of Arthroplasty」および「The Journal of
Computer Assisted Radiology and Surgery」の編集
委員として科学的な論議の最前線に立つ、日本の関節置換術
分野におけるトップレベルの臨床家・研究者である。

最初に人工股関節（THA）手術を行われたのはいつ頃ですか？
初めて手術をしたのは1988年で、アルミナ・セラミックのヘッドを使っ

たTHAを行いました。当時、ポリエチレンの摩耗が最も重要な問題のひと
つと考えられており、摩耗の対策としてBIOLOX®セラミックオンセラミッ
ク摺動面の使用が得策であると考えました。そこで大腿骨における、日本
人特有の頚部前捻や形状のバリエーションを考慮してモジュラータイプの
ネックを導入しました。また、1998年に勤務先である形成医用工学科で
手術用ナビゲーションシステムを開発し、ナビゲーションを使ったセラミ
ックオンセラミック人工股関節の術後5年以上の成績を2007年のJBJSのB
版に投稿しました。

日本におけるTHAの最も多い適応症は？
国内のTHA対象疾患のほとんどは臼蓋形成不全に由来する変形性股関節

症です。これが、他のアジア諸国との最大の違いです。臼蓋形成不全は、
他のアジア諸国では非常に稀にしかみられません。

日本ではどれくらいの数の人工股関節置換術が行われているのでしょうか？
2007年に行われた人工股関節全置換手術は3万8,355件、バイポーラ型

置換術は4万9,139件でした。過去10年間の年間増加率は4～11%です。

なぜバイポーラ・システムがそれほど多く使われるのでしょうか？
バイポーラ・システムは手技が簡便であり、大腿骨頭壊死骨や大腿骨頸部

骨折などによく使用されています。変形性股関節症に対して臼蓋をリーミン
グしてバイポーラ・システムを使用している施設もあります。しかしこのよ
うなケースでは、しばしば早期にマイグレーションが発生しています。

現在のトピックスをお聞かせ下さい？
この数年で人工関節の寿命は飛躍的に伸びましたが、脱臼や感染といっ

た早期合併症の問題はまだ解決されていません。また今日では患者さんは
疼痛の緩和以上のもの、すなわちより大きな可動域、より少ない脱臼のリ
スクと、QOLの向上を求めているのです。このためベアリング・カップル
の選択が重要な課題となっています。メタルオンポリエチレン摺動面の摩
耗によって発生するオステオライシスが問題になり、外科医や人工関節メ
ーカーにとって「ベアリング・カップル」は転換期を迎えています。クロ
スリンクポリエチレンや新世代のセラミックなどの使用により人工関節の
耐用年数が改善される可能性があります。新しいベアリング・カップルは
可動域の改善や活動制限のない日常生活といった成績向上に貢献する可能
性もあります。大腿骨側のモジュラータイプオプションについても今後の
議論が期待されます。

骨格や生活様式という点で、日本と欧米のTHAに違いはあるのでしょうか？
アジアと欧米の患者では股関節のサイズが明らかに異なっていますので、

インプラントのサイズも異なります。また、日本人の生活様式において
はしゃがんだり、足を曲げたり組んだりすることが多いため日本人の軟

部組織には弾力性があります。大腿骨の前捻や
大腿骨頭と大腿骨軸のオフセットも、特に臼蓋
形成不全例の場合異なっています。このため日
常生活の範囲内でも人工関節にインピンジが発
生するリスクがはるかに高いのです。このよう
な特性を考慮した上で最大限の可動域を得るた
めモジュラーシステムの必要性は非常に高まっ
ています。インプラントのポジショニングは、欧
米よりはるかに重要かもしれません。形態的に
非常に難しいケースでは、カスタムメイドのイ
ンプラントが最善と考えます。残念ながら規制
認可の問題から、日本の厚労省は2002年にその
使用をやめてしまいましたが。

日本ではどのようなベアリング・カップルが一
般的なのでしょうか？
メタルオンポリエチレンが未だに最も多く使

われています。平均的な日本人の寛骨臼の大き
さは、直径46～50ミリと小さいためカップの厚
さを考慮して26ミリと28ミリ径のヘッドが主流
になっています。現在クロスリンクポリエチレ
ンで32ミリ径のベアリング・カップルを作成し
ているメーカーもあります。

そのようなインプラントシステムの短所は何で
しょう？
ポリエチレン・カップを使用する場合、Charn-

leyの人工股関節のように直径の小さいヘッドを
使う必要があるため、インプラントの可動域は
小さくなってしまいます。日本の患者さんは日
常生活上、より大きな可動域が必要なのです。

日本の患者さんのニーズに合わせてTHAを作成
する場合、どんなタイプが必要になるでしょう
か？
生物学的影響がなく、堅牢で耐摩耗性の素材

を使用し、日本人の体格や生活様式に適したサ
イズの摺動面を備えたタイプの人工股関節です。
メタルオンメタルなら、ヘッドの直径が女性で
38～44ミリ、男性で50～54ミリのものを使うこ
とができます。しかし、こういったサイズのヘ
ッドと通常のステムを組み合わせた場合、人工
股関節の可動域は人体における生理的な範囲を
越えたものになりますので、注意が必要です。

インタビュー



3

極端な場合には軟部組織のインピンジが生じ、
疼痛の原因にもなりえます。ですので、活動性
の高い若年齢層の症例にはセラミックの表面置
換型人工関節があればと思っています。ヒトの
大腿骨頸部は軟部組織のインピンジメントを防
ぐ安全装置となっているからです。高年齢層の
症例には、通常のステムシステムと骨頭径の大
きいヘッドを組み合わせるのがよいでしょう。
ステムのデザインは、頸部の形状のバリエーシ
ョンを考慮してモジュラータイプのものがよい
と思います。

セラミックについては現在どのような点が問題
になっているのでしょうか？
ポリエチレン・バックを有するアルミナ製ラ

イナー（サンドイッチ構造）における高い破損
率、またメタルのカップシェルとポリエチレン
・バック、あるいはポリエチレン・バックとア
ルミナ摺動部との接合面におけるコンポーネン
トの脱転が問題になっています。これは2002年
と2003年に、私たちのグループからも発表され
ています*。術後10年時の生存率は90%未満でし
た。ジルコニアオンポリエチレンでの苦い経験
もマイナスの印象を残しました。一方、カップ
シェルと直接テーパーロックしたアルミナ・セ
ラミックのライナーによるハードオンハード・
ベアリングについては否定的な症例報告がほと
んどありません。私たちは非常に良い長期結果
を得ており、10年以上たってもオステオライシ
スの問題は生じていません。信頼されるセラミ
ックに対する要望は非常に強いものがあります。
将来、さらにセラミックが改善されることを期
待しています。

バイポーラ・システムではどのような経験をお
持ちですか？
80年代初めに、セルフセンタリング機能を持

つメタル（コバルトクロム）オンポリエチレン
を活動的な若年者の症例に使った場合、時々痛
みを訴えることがありました。10～20年経過す
ると、臼蓋軟骨が摩耗し、アウターヘッドの上
内方移動がしばしば発生するのです。主にステ
ムネックと、ポリエチレンの縁とのインピンジ
より生じたポリエチレンの過剰な摩耗粉により
重度のオステオライシスや軟骨の炎症反応を起
こした症例を多く見てきました。バイポーラ・
システムの最大の問題はそこです。耐久性の高
いTHAシステムを使えば、20年後でも再置換術
の必要はありません。そういうわけで、私たち
のグループは、ステージ3の骨壊死の治療にバイ
ポーラ・システムを使うのをやめました。

*ここで言及されているセラミック製品はセラムテックの製品
ではありません。

日本

日本での承認プロセス

セラムテック、京都に事務所を開設

2008年10月1日、セラムテック医療製品部門は京都に新
しく事務所を開設した。本州の中央に位置する京都は電子産
業の中心地であり、40もの大学がキャンパスを構えている。
高度に発達した研究施設基盤が、京都を選ぶひとつの重要な
要素となった。ピエゾテック・ジャパン（京都）はユニーク
な材料試験能力を持ち、セラムテックは同社と数年間協力関
係を維持している。この事務所の活動は主に、日本市場向け
のBIOLOX®コンポーネントの監督省庁による承認プロセス、
材料評価およびユーザー教育をサポートすることである。

日本における承認プロセスは複雑で時間を要することから、外国企業は
自社製品をなかなか販売することができない。そのため、日本で自社製品
にBIOLOX®コンポーネントを使用しようとして当局の承認を取り付けるこ
とができたインプラント・メーカーは、これまでにもごくわずかしかない。
2008年初めに医療製品の承認に関する規則が簡素化されたことを機に、医療
製品部門は、日本に独自の事務所を置くことにした。

ここ数年間、セラムテックはピエゾテック・ジャパンと協力関係を続け
てきた。ピエゾテックは、京都の材料研究所で、特に生体材料の力学特性、
安定性、摩耗に対する抵抗性などを中心とした材料特性の試験と分析を専
門に行っている。ピエゾテックはラマン分光法の原理に基づく特殊な顕微
鏡を開発し、これを重要な要素とした独自の分析方法を用いている。ピエ
ゾテックの主な技術は総体的にGiuseppe Pezzotti教授の所有する知的財産
に基づくものである。同教授はセラミック材料の分野において世界的に知
られており、旧国立大学である京都工芸繊維大学の教授であると共に、同
大学内に設置されているナノサイエンス研究センターの責任者でもある。
また米国カリフォルニア州ロマリンダ大整形外科の招聘教授や、大阪大学
臨床医工学融合研究教育センターの客員教授も務めている。

この京都にあるセラムテックの拠点の役割は営業ではなく、日本で展開
する事業の中でBIOLOX®製品を使用するインプラント・メーカーをサポー
トすることである。「顧客企業に対して、BIOLOX®コンポーネントを組み
合わせたインプラントの承認プロセスをお手伝いします」と、京都事務所
長のMatthiasGrässelプロダクトマネージャーは説明している。「また、臨
床研究や発表の分野で有名ないくつかの病院とも協力し、トライボロジー
研究にも力を入れています」。その他、医師や手術チーム、営業スタッフ
向けのセミナー、パンフレットや販売資料の提供などのサービスを行って
いる。

セラムテック－日本で提供しているサービス
•BIOLOX®コンポーネントを使用するインプラントシステムの
承認取得のための技術支援

•承認プロセスのための文書作成
•学術的出版物の支援
•人工関節手術でのセラミックの使用に関する技術、医療、マー
ケティング面でのすべての質問に答える専門パートナー

•外科医、手術チーム、営業スタッフ向けのセミナー
•パンフレットやマーケティング材料セラムテック株式会社

医療製品部門
電話：075-701-7019
ファックス：075-703-7032
携帯：+49-172-7504-764
PCファックス：+49-7153-611-16684
メール：m.graessel@ceramtec.de
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高度成長

急速に発展する中国

Kerong Dai教授は、上海交通大学骨関節研究センターの
終身教授兼所長、上海関節手術医療センター会長、中華人民
共和国教育省教育部のデジタル医療工学研究センター所長を
務めている。CeraNewsは、世界で最も人口の多い中国に
おける人工股関節置換術の動向について尋ねた。

中国は西洋諸国との距離を急速に縮め、今では世界で最も進んだハイテク
諸国のひとつになりました。人工関節分野はどのように進歩してきたので
すか？
中国は人工関節の研究と応用ではまだ先進国にはおよびませんが、ここ数

年で非常に進歩し、この分野で中国独自の製品を作るまでになりました。た
とえば、医療に用いられる形状記憶合金の研究が中国で初めて行われたの
は1970年代初めのことでした。内固定材や人工股関節に応用される形状
記憶合金のインプラントはここで発明され、中国がその技術の特許を保有
しています。これまでに、形状記憶合金は、血管内ステント、食道、尿道
、避妊リングなど、多くの医療器具に応用されるようになりました。さら
に最近、中国の科学者とエンジニアが、臨床的に使用できる可能性の高い
、新しい生体材料の研究開発で大きな進歩を遂げました。近代工学の技術
とコンセプトの導入により、コンピュータを使ったカスタム人工関節の設
計と応用も急速な進歩を遂げました。一方、実際の医療のニーズと、研究
成果を生み出し商品化することの間にはまだ隔たりがあります。

中国の人工関節手術において高性能セラミック・コンポーネントはどのよ
うな役割を果たしているのですか？
人工関節用バイオセラミック・ベアリングは、トライボロジー的特性と

生体適合性にすぐれているため、それがベアリング・カップルとして選ば
れるのは当然といえましょう。これは中国でも、世界各国と事情は同じで
す。現在、65歳未満の患者さんについては、セラミックオンセラミックや
セラミックオンポリエチレンなどのセラミック・コンポーネントが最も多
く使われています。ただ、材料が高価格なことが利用にブレーキをかけて
います。医療セラミック技術がさらに発達し、手術手技が進歩し、寿命が
長くなるに従って、中国でもセラミック・ベアリングの使用が徐々に広ま
っていくと確信しています。

中国の患者さん向けの人工関節に必要な、特別な条件は何でしょうか？
中国では寿命が長くなり、身体活動が明らかに増加し、生活の質が高ま

っていますので、耐用年数の長い人工関節を設計・製造することが重要な
ポイントになります。もちろんこれはトライボロジー的特性と手術手技の
両方に関係しています。第二に、アジア人は様々な状況でひざまずいたり、
しゃがんだりすることが多いため、膝と股関節の人工関節は深屈曲できる
設計にし、このような動きや姿勢が取りやすいという条件を満たす必要が
あります。同時に、脱臼についても検討し、例えば大腿骨側には径の大き
なヘッドを使うなどして、取り組む必要があります。現在、人工関節のほ
とんどは、西洋人の骨格データをもとに設計されています。しかし東洋人
の骨格はまったく違うのです。インプラントの規格が合わないことによっ
て、合併症の発生率を高める原因になりかねません。東洋人の骨格に基づ
く設計が早急に必要であるため、私たちはこの点についてのデータをここ
数年大量に蓄積してきました。中国の人工関節置換術が迅速な発達を遂げ
る上で、今後10年間が重要な時期になると思います。

中国では新しいベアリング・カップルが用いられていますか？
中国で用いられているベアリング・カップルと外国で用いられているも

のとでは、メタルオンポリエチレン、メタルオンメタル、セラミックオン

ポリエチレン、セラミックオンセラミックも含
めて、まったく違いはありません。一般的に言
うと、今日ではメタルオンポリエチレンが最も
よく使われていますが、今後メタルオンメタル
やセラミックオンセラミックの占める割合が増
えてくると思います。しかしおそらく、地域や
病院によって大きなばらつきがあるでしょう。
やはり価格は大きな影響要因のひとつです。

ご自身の経験から、中国と外国を比べた場合に、
人工関節のステムについての要望が大きく違う
のはどういう点ですか？
先にも言いましたが、中国人の骨格データに

基づいて人工関節を設計することが何よりも大
切です。さらに中国はまだ発展途上国ですから、
インプラントの費用を下げ、患者さんが支払う
人工関節の費用を抑えることも非常に大切なこ
とです。中国ですでに使われているインプラン
トの数は非常に多く、しかも急速に増加してい
ますので、そうすることは患者さんにも製造業
者にもメリットがあります。

そのような需要に対応する上で、外科医と製造
業者はどのように協力していけばよろしいでし
ょうか？
協力について語ろうとすると、まず考えなけ

ればならないのが利益の配分です。外科医にと
っては最大の問題は、最高の治療効果を上げる
ことです。また長期的に成功を収めるためには、
患者さんにメリットがあるということが製造業
者の第一目標でなければなりません。以上を考
慮して初めて、実際の経済利益について考える
ことができるのです。したがって、外科医と製
造業者の共通目標はひとつ、すなわち、患者に
最高のメリットを与えられる高い効率性を実現
することです。それには外科医と製造業者の緊
密な協力が必要です。外科医が設計チームの主
力メンバーとなる必要があります。また、製造
業者は自社製品の研究と臨床応用にもっと注意
を払い、外科医からの提案を数多く収集し、た
えず製品の改良に努めるべきと考えます。

Kerong Dai医学博士(MD)

中国
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対話

セラムテックではつねに、クライアントやユーザーの皆様
と直接話し合いの場を持つことが最善、または効果的である
と考えている。このようなわけで、当社のアジア代表者は、
関節置換術の分野の医療専門家との直接の意見交換会を企画
し、ディスカッションを積極的に推進している。このたびソ
ウルで開かれた円卓会議と、北京と上海で開かれた2つのセ
ミナーでは、ベアリング・カップルをテーマにディスカッシ
ョンを行った。

ソウルでの円卓会議
人工関節テクノロジー国際会議（ISTA）の年次会合が2008年10月1～4

日にソウルで開かれ、その中で、セラムテックは人工関節分野の一流専門
家による円卓会議を主催した。この円卓会議を開催する上で主導的な役割
を果たしたJun-Dong Chang教授（6ページのインタビュー参照）が、会議
の進行役を務めた。

この会議は、韓国の股関節手術におけるベアリング・カップルについて、
意見を交わすことが目的である。韓国での意思決定には話し合いが大きな
役割を果たすが、それは必ずしも西洋諸国の話し合いと同じものではない
ということを踏まえつつ、セラムテック・チームは、アジアの専門家の意
見をもっと知り、「現在どういう状況にあるか」「改善やさらに開発が必
要なところはどこか」といった質問に答えたいと考えた。

Chang教授はこの円卓会議に、韓国の代表者のほか、日本やインドから
も参加者を招待した。テーマに関しては、4つの話題が提供された。それ
に続くディスカッションも活発で実り多く、医師と製造業者との意見の交
換がどれほど重要かを示すものだった。この円卓会議を土台として、多く
のテーマが長時間話し合われ、非常にオープンで解決志向のディスカッシ
ョンが行われた。

BIOLOX®deltaの導入はヘッドの破損率を大幅に減らしたという点で全員
の意見が一致した。しかしセラミックライナ－については、反応はやや複
雑であった。新しいカップのデザイン（メタルシェルが非常に薄いことが
特徴）が導入されたため、セラミックライナ－の破損率が従来報告されて
きたヘッドの破損率と同等になるかどうかがまだ実証されていないようだ。
BIOLOX®deltaのライナ－の破損率は非常に低いが、まだ改善の余地は残

っている。この点についてはすでに対策が始ま
っており、それについて発表が行われると共に
、可能な対策について話し合われた。

摺動面のサイズの問題では、直径36ミリ（優
れたインプラントシステムを使って適切な手術
を行った場合）は、アジアの患者にも十分対応
できるということで、大部分の参加者の意見が
一致した。韓国ではsqueakingの問題についての
報告例は非常に少ないが、この現象についても
活発な意見が交わされた。その結果、squeaking
は、すべてのハードオンハードのベアリング・
カップルに関係する問題であるということで意
見が一致した。Squeakingの発生原因は複雑で
、人工関節の設計や手術手技、カップの位置な
どがすべて重要な要因となる。この点に関しては
、インピンジを避けることが何より大切である。

北京と上海でのセミナー
BIOLOX®のセラミック・マテリアルが中国市

場で初めて紹介された14年前には、それが陶器
と間違えられることもあった。陶器の発祥地で
ある中国では、それも無理のないことかもしれ
ない。今日、中国の活動的な若年層症例に対す
る人工股関節置換術では、高性能セラミックは
最も優れた解決法のひとつになっている。北京
と上海の病院では、セラミックオンセラミック
の摺動面が1,000件以上、セラミックオンポリ
エチレンの摺動面が2,000件、すでにインプラ
ント手術に用いられている。中国の整形外科医
との技術的、臨床的な情報交換をさらに価値あ
るものにするため、セラムテックは2008年6月
はじめに、イタリアのボローニャにあるIstituti
Ortopedici RizzoliのAldo Toni博士を中国へ招
き、北京と上海の首都圏で「セラミックのベア
リング・カップル：何が期待できるか？生体力
学、トライボロジー、および臨床における状況
」(7ページ参照）というテーマでセミナーを開
催した。

どちらのセミナーにも、中国全土の多くの大
規模病院から約20名の著名な整形外科医が参加
した。セラミック・コンポーネントの使用に関
する問題（例えば適応からインプラントのデザ
イン、手術手技、エラー回避、合併症への対処
に至るまで）について、講演者と出席者の間で
徹底的に論議された。特に、過去20年間にセラ
ミックオンセラミックのベアリング・カップル
を5,000例以上もインプラントしたToni博士が、
みずからの臨床経験を語り、実用的なヒントを
提供されたことに、出席者の関心が集まった。
ディスカッションでは、中国人の専門医師たち
が過去数年間に非常に多くの経験を積み、患者
ごとに独自の解決法を開発したエピソードが示
された。中国の患者は西洋の患者と多くの点で
かなり違っている。

上海の円卓会議

意見交換

専門家会議を中国・韓国で開催
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韓国

アジアの患者にはなぜ新
しいベアリング・カップ
ルが必要なのか

韓国股関節学会および筋骨格移植学
会の元会長で、現在ソウルのハリム大
学医学部漢江聖心病院整形外科の教授
兼外科部長を務めているJun-Dong
Chang教授は、韓国で最も経験豊か
な整形外科医の一人であり、人工関節
の分野におけるベテランの専門家であ
る。CeraNewsは、韓国およびアジア
全般におけるTHAには、どのような条
件が特に必要なのか尋ねた。

韓国ではTHAにどのベアリング・カップルが最
もよく使われていますか。
THAを行う場合、臼蓋側のベアリングサーフ

ェスとして、従来はUHMWポリエチレンが最も
よく使われていました。しかし、西洋と韓国で
は症例の特徴が異なるため、韓国では高度な摩
耗とオステオライシスが観察されるケースもあ
りました。そのため、UHMWポリエチレンに代
わるベアリングサーフェスの必要性が高まり、
その中で、THAにはセラミックオンセラミック
のカップルが最もよく用いられるようになりま
した。韓国では28ミリ径のヘッドが広く使われ
てきました。現在さらに大きい32ミリや36ミリ
のヘッドが導入されており、インピンジの発生
や不安定性を軽減するため、選ばれることが多
くなっています。

Chang博士は西洋諸国と韓国で長い間THAを
手掛けてこられた経験をお持ちです。ベアリン
グ・カップルについて最も重要な違いは何でし
ょうか？
韓国の文化では、膝を組んで座ったりしゃが

んだりするのが一般的な習慣ですが、どちらの
姿勢も西洋ではめったに見られません。韓国で
THAを行う最大の原因は大腿骨頭壊死で、主に
比較的若く、身体活動の盛んな人に見られます。
そのためTHAについては、インピンジとライナ
ーの摩耗が最大の問題となっています。このよ
うな状況の中で、バイオセラミックと、新しい
ベアリングサーフェスへの関心が高まっていま
す。さらに、韓国人は西洋人より骨格が小さい
ことを考えると、インプラントのサイズもそれ
に合わせて小さくする必要があります。

最もよく用いられるインプラントの弱点はどこ
でしょうか？
THAにおけるインピンジのリスクを減らすこ

とが重要です。手術手技に加え、径の大きいヘ
ッドを使うことが、カップとステムのインピン

ジを防ぐ上で役に立つかもしれません。しかし、
韓国の症例では臼蓋が小さいので、大きい径の
ヘッドを使うことができない場合もあります。
最近導入されたBIOLOX®deltaのベアリング・
カップルは、36ミリの骨頭と52ミリカップ用の
ライナーを備えており、改善に向けた一歩とい
えます。しかし韓国では、50ミリより小さなカ
ップしか使えない症例もあります。小さなカッ
プについてのもうひとつ重要な問題は、ライナ
ーが非常に薄くなることです。韓国やその他の
アジアの症例には、できるかぎり小さなカップ
に入った大きなヘッドというTHAシステムが必
要なのです。

そのような要求に答えるために、企業は何をす
るべきでしょうか。この分野で進歩をはかるた
めに、外科医と企業はどのように協力すればよ
いでしょうか？
THAで成功を収める最も重要な唯一の要素は

ベアリングサーフェスです。ですから私たちは
、摩耗に強く、毒性がなく、壊れにくいベアリ
ングサーフェスを開発するため、今後も引き続
き努力しなければなりません。この分野で進歩
をはかるためには、外科医とメーカーとの相互
の情報交換と緊密な協力が必要です。第21回人
工関節テクノロジー国際会議(ISTA)の期間中、
セラムテックが開催した、エンジニアと一流外
科医による円卓会議はその良い例でした。テー
マは「アジアの患者と最善の治療を行うための
ベアリング・カップルに必要な要件」というも
のです。これは初めての試みでしたが、ベアリ
ングサーフェスの分野での進歩に貢献したと考
えています。

Jun-Dong Chang医学博士
(MD、PhD)
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東洋と西洋の出会い

ビックインパクト

西洋的視点から見た中国の人工関節手術

ボローニャのIstituti Ortopedici Rizzoliは人工関節研究
に関してはイタリアで最も有名な研究機関のひとつである。
Aldo Toni博士は第一整形災害外科の部長であり、医療技術
研究所の所長をも務めている。過去20年間に、セラミック
オンセラミックのベアリング・カップルを使用した手術を
5,000例以上も手掛けたToni博士を昨夏中国へ招き、中国
の整形外科医に、その経験を語ってもらった。博士は2008
年6月6～8日に上海で開かれた円卓会議と、北京で開かれた
ジシュイタン整形外科フォーラム（JOF）に参加した。
中国の外科医との会合で、どんな印象を受けられましたか？
新しく登場しつつある現実を垣間みて比較する機会を得ることができま

した。中国の国際舞台への登場は大きなインパクトを伴うものです。これ
はただ、中国市場が商業的に重要だからというだけではなく、主要な学術
雑誌に優れた中国の研究が掲載されることが増えつつあることにも見受け
られます。人工股関節の分野では、中国は欧米諸国が有するのと同じ最新
技術をすべて備えており、私は中国の外科医がそれを、自信を持って正し
く、また非常に熱心に使っているのを知りました。

中国のTHAにおいてセラミックはどれほど重要なのでしょう。
セラミックの使用はすでに十分に根付いていると思われます。中国の外

科医がセラミックの人工関節について優れた症例発表を行っているのを見
てきました。セラミックの使用に関する懸念は、おそらく西洋の外科医の
持つ懸念に比べてはるかに少ないと思われます。アジアの患者さんの平均
的な体格は、西洋人に比べて小さいことを考慮しなければなりません。小
さなカップのポリエチレンのライナーは大変薄くなければならないため、
長期的には大きな問題を引き起こしかねません。そこでセラミックが非常
に優れた解決法になるのです。

しかし、中国の患者さんにセラミックのインプラントを使用したケースで
は、やはりいくつか特有の問題があったのではありませんか？
中国では、他のアジア諸国と同じように、しゃがんだり脚を組んで座っ

たりすることが普通ですので、直径の大きなBIOLOX®deltaヘッドの導入
により、セラミックの使用に関連した問題の多くが改善されました。たし
かに、術後の可動域が非常に大きくなってしまうので、それによって、西
洋では通常見られないような大きな問題を引き起こすこともあります。

セラミックを使った長年のご経験から、中国の外科医の方々に解決法を提
案していただけますか。
私はもちろん径の大きなセラミックヘッドの使用に賛成ですが、これだ

けでは十分でない場合があります。大きなヘッドとともに、モジュラーネ
ックのインプラントを使うことが役立つと考えています。経験から言うと、
モジュラーのインプラントはインピンジのリスクを減らし、脱臼のリスク
を伴わずに可動域を広げることができるのです。

モジュラー人工関節とセラミックは組み合わせても問題はないのですか？
経験から、モジュラーネックを使うと、ワンピースのステムを使った時

より、セラミックの破損リスクを4分の1に減らせることが分かっています。
モジュラー方式のステムはセラミックサーフェスに最適なのです。

中国の外科医の方々が提示した症例についてはどう思われましたか？
これらの症例はつねに、アジアの患者さんの骨格と関係があるもので、

私たちが扱い慣れた骨格とは大変異なります。第一に、大腿骨と寛骨臼の

サイズが小さいため、インプラントのサイズに
問題が出てきます。インプラントは通常、西洋
人を対象にした西洋の外科医やエンジニアによ
って設計されているからです。アジア人の骨格
に合わせて、小さなサイズまで幅を広げる必要
がしばしば生じてきます。日本の外科医も同じ
ような問題を抱えていますが、私たちがIstituto
Ortopedico Rizzoliの医療技術研究所で開発し
た、コンピュータによるCTベースの術前プラン
ニングシステムが、大変彼らの役に立っていま
す。非常に慎重なプランニングにより、特に小
さいサイズの大腿骨に対して処理を行う際、術
中骨折のリスクを減らすことができました。さ
らに、アジアの人々は西洋人より大腿骨の前捻
がはるかに大きい傾向があり、時には60度以上に
なることもあるほどです。適切に設計されたステ
ムを選んで、手術中にこの前捻を補正すること
も必要です。私なら、コーン形状のステムとモ
ジュラーネックを選びます。ステムが大腿骨の
前捻を補正し、モジュラーネックが人工股関節
の長さとオフセットを調整してくれるからです。
これは特に、摺動面におけるedgeloading、
帯状摩耗、squeakingを避けるために重要なこ
とです。重ねて強調したいのですが、コンピュ
ータによるプランニングを使用すると、寛骨臼
と大腿骨の立体画像を見ることができ、とても
役に立ちます。

このたびの訪中ではどのような成果がありまし
たか？
人工股関節に関する問題が非常に注目されて

いることが分かりました。私に向けられた多く
の質問から、中国の外科医の方々はすでにセラ
ミックの人工股関節置換術にかなりの経験を積
んでおられることが察せられました。彼らはま
もなく国際学会で大きな発言力を持つようにな
ることでしょう。

Aldo Toni医学博士(MD)
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技術

高性能製品

テクニカルセラミックの製造方法

共有の名前や歴史を別にすると、テクニカルセラミックと
伝統的なセラミックの陶器に共通なものはほとんどないとい
っていいだろう。それどころか、近代のセラミックは極度の
硬さを特徴とし、実際、壊すことができないほど頑丈なもの
である。その応用製品は、浴室の備品から高性能エンジン、
人工関節まで、数え上げればきりがない。テクニカルセラミ
ックは、高度なハイテク製造プロセスによる成果である。

混合の準備
BIOLOX®forteとBIOLOX®deltaの製造に必要な酸化化合物は調整され、

多くは粉末の状態で、世界中の供給会社から提供されてくる。厳密な検査
の上、挽砕・混和などいくつもの段階を経て、「噴霧」工程の準備を進め
ていく。噴霧工程では蒸留水と混和した原料を、暖めた空気を満たした大
きな容器に吹き付ける。その結果生じるのが、微粒子とも呼ばれる微細な
小麦粉状の粉末だ。厳重な検査の後、次のブランクの製造段階へ進むこと
が認められる。

ブランクの製造
この粉末を円柱状の鋳型で押し固め、チョークの程度の硬さにする。こ

の材料はコンピュータ制御の旋盤上で、骨頭と寛骨臼の挿入物の基本形に
形成される。その次が最も重要な段階で、超高熱処理による焼結処理を行
い、ゆるく充填されていた微粒子をセラミック素材に固める。この初期工
程の後、業界内ではヒッピングと呼ばれる熱間静水圧プレスを行う。この
超高熱処理は超高圧(1200バール)下で行われるため、粉末の個々の粒子が
ひとつの硬い、事実上無孔質のコンポーネントに固められる。BIOLOX®セ
ラミックスがこれほど広く使われるようになったのは、このコンポーネン
ト材料の密度と特性のおかげである。品質保証管理はこれらのプロセス全
体を通じて行われている。

研磨
BIOLOX®セラミックスはダイヤモンドと同程度の硬度があるため、高品

質のダイヤモンドツールを使わなければ加工することができない。特別に
設計されたコンピュータ制御の研磨機を使って最終寸法を決め、骨頭と寛
骨臼の挿入物を仕上げる。その後、ベアリングサーフェスを、ダイヤモン
ドの超微粒子を使って非常になめらかになるまで磨き上げる。この磨き上
げられた表面が、BIOLOX®セラミックスの優れた摩耗特性の重要な要素で
ある。この工程を正確に行うため、非常に精密なコンピュータ制御の3D測

定機で監視を行い、製造されたひとつひとつの
コンポーネントが仕様に完全に従っていること
を確認している。この寸法評価が終わると、す
べてのコンポーネントにレーザーエッチングで
、製品のID番号や、サイズ、ネック長といった
その他の必要な情報を書き込む。

最終検査と梱包
コンポーネントを受け渡し明細と完全に一致

させるため、すべてのコンポーネントについて、
多数の検査と試験手順が実施される。100%
目視による最終検査が終わると（ここまでに合
計20以上の検査がある）BIOLOX®コンポーネン
トは調節大気室で徹底的に洗浄され梱包され
る。この部屋の清浄レベルは手術室以上である。
BIOLOX®セラミック・コンポーネントの主な特
質はすべて製造証明書に記され、世界中の顧客
へと送付される。

自動計測ユニットでは、各ライナーのデータがオンラ
インで収集され、品質モジュールに保存される。
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