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インタビュー

長所と短所の認識
A. Seth Greenwald博士は、「関節置
換術最新概念（CCJR）教育会議を展開
する主催者として、国際整形外科分野
の最も著名な人物の1人であり、また、
オハイオ州クリーブランドの整形外科
研究所（ORL）所長でもある。博士は、
40年以上にわたってトランスレーショ
ナル・リサーチと教育に携わり、関節
置換術の初期の時代からその発展に身
を捧げてきた。セラニュースでは、整
形外科の最も重要な傾向と将来の計画
について、博士に質問した。
博士は研究者、執筆者、講演者、教師、そして
組織主催者としての仕事をしておられます。こ
のうち、どの仕事を最も楽しんでおられますか。
　私がとても楽しく携わり、いつも満足感を得て
いる仕事は、整形外科の教育者としての仕事で
す。ここには、出版物や講演を通しての教育だけ
でなく、「関節置換術最新概念（CCJR）」会議を
展開する中で行う教育も含みます。また、研究
室でも研究活動を行っていますが、その活動は
基礎科学研究から、現在、トランスレーショナル・
リサーチと呼ばれるものにまで発展しています。
研究室活動では、移植設計の最適化と、整形外
科の器具や材料の評価に焦点を当て、それらの
安全性と機械的完全性を確実にし、米国食品医
薬品局（FDA）の認可を得る準備をしています。
また、最後に大切なことですが、私は研究室の
人々との友情と連携をとても大切に思っていま
す。彼らの多くは、25年以上にわたり、私の生
徒でもあります。

この30年間の米国股関節置換術の主要な傾向は
どういったものでしょうか。
　股関節置換術を受ける患者は若年になり、ま
た今もさらに若くなりつつあります。かつて、
この手術は60歳以上の患者に行われていました。
現在、この手術を受ける平均年齢は、だいたい
50代のどこかです。膝関節と股関節の初回置換
術および再置換術は年間100万回以上行われて
おり、そのうち約60%が膝関節の再置換術です。
また、股関節置換術を受けた患者全体の約15%
は、最終的に再置換術を受けています。これは
主に無菌性のゆるみ、部品の破損、感染、脱臼
が原因です。変形性関節症が以前よりも若い人々
によく見られるようになるにつれ、置換術を受
ける患者数が増えています。これは、ベビーブー
ムに生まれた世代が老年になりつつあり、彼ら
は自分のライフスタイルを維持したいと考え、
しかも、たいていの場合、そのライフスタイル
に活動レベルの高いものが含まれているからで
す。そのため、移植器具や使用する材料、特に
耐摩耗性に対して、非常に強い要求があります。
変形関節炎の生物学的解決法はまだおぼろげに
見え始めたばかりですが、私が整形外科の研究
を始めた40年前も議論の最中でした。今後も長
期にわたり、関節置換術は必要であると私は確
信しています。

編集部

読者の皆様へ
　昨年９月にエジンバラで開かれた第13回
BIOLOXⓇ シンポジウムには、世界20カ国以
上から250名を超える専門家が参加しました。
シンポジウムは、医療工学のトップレベルの
専門家から直接情報を入手することができ、
大盛況を呈しました。また臨床や研究所の最
新の研究成果について自由に情報交換され、
素晴らしい学びの場になりました。さらに、
エジンバラのシンポジウムでは公開討論も行
われ、人工股関節置換術の多くの分野におけ
る既知の情報をまとめたり、未知の情報を確
認したりされました。

　股関節全置換術の質と患者予後の向上のた
めには、既存の臨床データを幅広く審査し、
長所と短所を十分に評価することが必要で
す。また、最高の成果を挙げるために、股関
節全置換術はエビデンスに基づいていなけれ
ばなりません。股関節置換術はこれまで大き
な発展を遂げてきましたが、それでもまだ足
りない部分があります。エビデンスに基づく
関節置換術の確固とした基盤は、国内登録制
度によって確立されます。しかし、多くの置
換術が行われ、しかも先進国で豊かな国であ
りながら、国内登録制度のない国があること
は理解に苦しみます。

　北欧諸国、オーストラリア、英国は、国
内登録制度がもっとも進んだ国です。続い
て様々な国が追随していますが、その中に
は、私がこれまでこの種の努力をしていると
は予想していなかった東欧諸国が含まれてい
ます。資力のある大国には登録に必要な包括
的データを提供できる膨大な力があるにもか
かわらず、実際には、東欧諸国の方が、より
大きな努力を払っているのです。資力のある
国々は、これら先陣を切る国の努力にならっ
て、患者データの包括的な大知識ベースに貢
献して欲しいものです。

敬具
Dieter Burkhardt

セラムテック株式会社
北米南米地域部長
Dieter Burkhardt



整形外科手術分野のこれまでの多くの進歩の中
で、博士はどのようなことが「革新的進歩」だっ
たとお考えですか。
　股関節再建術の最も革新的な進歩は、
Charnley氏の低摩擦概念です。彼のインプラン
に生じた、経年的に発生する磨耗の問題は、新
しいベアリング材料の開発など、多くの重要な
進歩を生み出すきっかけとなりました。生物学
的錨着と、関節全置換におけるモジュラー方式
の利点の認識も、革新的進歩の１つです。また、
外科医の高い技術力が関節置換を長持ちさせる
重要な要素であるという認識が高まったことも
革新的進歩と言えます。このことから、より優
れた器具類の開発や、コンピュータを利用した
外科手術やロボット工学の開発、またごく最近
ではカスタムメイドの開発などが継続的に行わ
れてきました。セラミック製造の非常に重要な
進歩の１つに、不純物の低減、粒界の改善を行
うことにより、セラミック製品の強度を高め、
また証明試験を通してセラミック製品の品質向
上を保証しようとしています。

関節置換術最新概念（CCJR）の最近の会議では、
膝関節、股関節の置換術におけるベアリングが
ますます重要視されていますが、これはなぜで
しょうか。
　私たちは、さまざまなベアリングカップルが
臨床結果に及ぼす影響を見極め、その長所と短
所を識別したいと考えています。今では、材料
加工、表面の粗さ、部品のサイズ、および耐性
の影響が非常に重要なことは明らかです。

股関節全置換術（THR）で起こるノイズについて、
どう思われますか。
　私は、きしみ音（squeaking）の現象について、
うるさく言い過ぎるのではないかと思います。
最近、多くの論文が、大腿骨ステムと寛骨臼カッ
プの種類によって、きしみ音が起こることを指
摘しています。きしみ音は、部品のポジショニ
ング、特にカップの傾きと大腿骨ステムの位置
異常とも関係があります。もし理想的な位置に
設置されていなければ、摺動面端部荷重（edge-
loading）、インピンジメント、脱臼などが起こり
ます。もちろん、そのほかにも、ベアリング表
面の破損を加速させ、潤滑の仕組みを変えてし
まうような原因が何かあるでしょう。でも、こ
のようなことがハードオンハード・ベアリング
カップルでノイズが起こる原因の一部ではない
かと思います。また、セラミックは頑丈ですが、
カップのデザインによっては小さな変形が起こ
ることがある、と最近のJBJSで指摘されていま
すが、これによっても、部品間の隙間に影響を
与え、変化を起こしているかもしれません。外
科医は、以上のようなことをTHRで起こるノイ
ズを防ぐ手段として、考慮すべきです。

メタルオンメタルの合併症に関する最近の報告
について、懸念されておられますか。
　体内での材料反応性については、まだ十分に
解明されていない面があります。メタルオンメ
タルのベアリングは、現在米国でよく使われて
おりますが、偽性腫瘍やALVAL（無腐性リンパ

球性血管炎関連病変）などの組織反応について
書かれた報告書が最近、次々に発表されており、
そのため、メタルオンメタル・ベアリングの使
用が再検討されています。個人的には、メタル
オンメタル・ベアリングが多く使われるように
なったため、これらの問題への意識が高まった
のではないかという感じがします。メタルオン
メタル摺動面が引き起こす様々な組織反応の識
別は、５月にラスベガスで行われるCCJR会議で
も議論の演題の１つに挙げられています。

博士は、ベアリングカップルや、移植材料の寿
命について研究してこられました。どのような
材料が長持ちするでしょうか。
　メタルよりセラミックの方が表面の粗さが小
さいのですが、最も摩耗率の低いのは、セラミッ
ク・オン・セラミックのカップルであることが
わかっています。セラミック・オン・ポリエチ
レンとメタル・オン・ポリエチレンの摩耗率に
ついては、さまざまな報告書があります。クロ
スリンク・ポリエチレンは、どの組み合わせで
使っても、よい結果を出しています。クロスリ
ンク・ポリエチレンの心配な点は、機械的特性
が相対的に劣化し破損耐性が低下すること、と
くにモジュラーカップにおけるライナーのロッ
キング機構への悪影響、さらに径の大きなヘッ
ドを使用しライナーが薄くなった場合について
です。クロスリンク・ポリエチレンのカップは、
どの部分であれ、湾曲部に大きな変化が加わる
と、変形応力が大きくなることがあります。ク
ロスリンク・ポリエチレンの場合、大きな変形
応力がかかり、いったん亀裂が入ると、急速に
その亀裂が広がります。

関節置換術最新概念（CCJR）の会議には、どの
ような計画がありますか。
　関節置換術最新概念（CCJR）会議は、腰、膝、
肩の関節形成術に関する医学の教育行事を、整
形外科医や、関連する医療従事者向けに継続的
に行う世界最大の国際会議に成長しました。12
月の前回の会議には、60カ国から2,000人近く
の方が参加されました。このような国際的行事
が米国で始まったということは興味深いことで
あり、また、これをEUやアジアに広げていこう
という関心も高まっています。アジア諸国は、
関節形成術がこれから大きく成長する大新興エ
リアです。

A. Seth Greenwald博士
（オックスフォード大学卒）



インタビュー（続き）

なぜ実際の手術を公開されているのですか。
　手術のビデオを見ると、実に多くのことを学
べます。しかし、手術のビデオは通常編集され、
いつも予定通りに進みます。実際の手術では、
そういうことはありません。手術室で医師たち
が予期していなかった出来事にどのように対処
するのかを見ることで、多くのことを学ぶこと
ができるし、視聴者からも大変感謝されていま
す。私たちのビデオを見ることで、訓練を受け
た外科医が自分たちの作業に役立つ多くの細か
い点を迅速に習得します。このような細かい情
報が、今後の研究のためにDVDに録画されてい
ます。手術は新しい製品技術や技法そのもので
あり、CCJR会議において教育的価値の高いもの
として役立っています。

米国で最も重要な関節形成術の傾向はどのよう
なものですか。
　大径の大腿骨ヘッドは、股関節の安定性を支援
するという点で明らかに優れているのですが、大
径ヘッドの使用に関して外科医に警告を与える情
報が増えています。今は最小侵襲手術、つまりで
きるだけ切開しない手術を行う傾向がますます進
んでいます。そのため、股関節全置換術（THA）
では、より小さな部品の開発が求められています。
大腿骨ステムに使用されるモジュラー式ネックの
デザインは、器具の有用性が高く、THAによっ
て最適なバイオメカニカルな回復を実現できるこ
とがわかっています。私も、外科医が最適なポジ
ションにインプラントを設置できるように、器具
類の改良に尽力されている様子を見ています。ま
た、より効果的な患者教育も重視されていくと思
います。もちろん、関節カップルの動きを良くす
る努力も続けて行われるでしょう。また、クロス
リンク・ポリエチレンの技術や最近のセラミック
製器具の開発も引き続き行われ、生体内での器具
の寿命はさらに延びることでしょう。

規制措置は、関節形成術の発展にどのような役
割を果たすでしょうか。
　米国食品医薬品局（FDA）の製品承認プロセス
は、現在、見直しがますます進んでいます。FDA
が医療機器の承認を早く与えすぎており、あまり
慎重に吟味していないのではないかという批判が
これまでに起こりました。しかし、整形外科の製
品について言えば、これは正しくありません。医
療技術の向上は常に、コストの問題と、新製品の
法的承認を得るためにメーカーが行わなければな
らないプロセスに大きく依存しています。現在の
検証プロセス、特に510k製品の承認に対する検
証プロセスが変更され、そのため、今よりコスト
がかかり、承認取得が難しくなってしまったら、
新製品が時機を逸せず、必要な患者に届くことが
難しくなるでしょう。

http://www.lerner.ccf.org/orc/greenwald/

セラミック・オン・ポリエチレンの臨床結果に関する
詳細情報



2009年度EFORTの報告
臨床活動およびトライボロジー分野からのニュース
　EFORT年次大会は、整形外科および外傷学分野の専門家に
とって大きな行事である。本大会は、2009年６月３日から
６日までウイーンで行われ、6,400名の医師と研究者が参加
した。プログラムでは、ヨーロッパ有数の専門家が指導によ
る23件のサテライトシンポジウムと教育講座の開催、640件
の各発表者によるプレゼンテーション、1,700枚の電子的ポ
スターの展示、多くのワークショップの開催、産業界主催の
イベントの実施および133名の参加者による産業展示が行わ
れた。科学および産業界からの優秀な講演者を招き、的を絞っ
たプログラムで行われたExMExフォーラム（エキスパート・
ミーツ・エキスパート）は、EFORT大会の目玉の一つであった。

関節置換術分野における最も重要なトピックス
は以下の通りである。
 ●股関節表面置換術および大径化
 ●インプラントの安全性および耐久性
 ●ベアリング・カップルの代替材料
 ●  ベアリング・カップル表面および摩耗に関連す
る合併症

ベアリング・カップル材料および大径化
 
　Robert Streicher氏（スイス）は、さまざま
なベアリング・カップル材料の長所と短所につ
いての概要を述べた。Streicher氏は、さまざま
な研究を引用し、今日の患者は数年前と比べる
と格段に活動性が高くなっていることを指摘し
た。この発達は、年間350万回までの計測負荷
サイクルで証明することができる。Streicher氏
は、関節の安定性が増し、可動域が広がるため、
ベアリング・カップルの大径化が進む傾向にあ
ることもまた示唆した。

　Enrique Gomez-Barrena氏（スペイン）は
また、股関節インプラントが維持できる期間を
最大限延ばすことを目指したベアリング・カッ
プルの大径化が進む傾向についても議論した。
Gomez-Barrena氏は、活動性が高く、平均余命
が長く、可動域が大きいため、若年の患者には、
年を取った患者より10倍大きい耐摩耗性係数が
必要とされることを説明した。高クロスリンク
ポリエチレンみが、この要求をあくまで限定的
に満たすことができる。なぜなら、高クロスリ
ンクポリエチレンは、従来のポリエチレンより
トライポロジー挙動が向上したにもかかわらず、
機械的応力に対する抵抗性は低くなっているか
らである。

　現在のベアリング・カップルの摩耗率を比較
した後、John Fisher氏（イギリス）は、ハード
オン・ハードベアリング・カップルは、その直
径が大きくなればなるほどその摩耗率が小さく
なるが、ハード・オン・ソフトベアリング・カッ
プルは、XPEが使用された場合でも、これが当
てはまらないことを確認した。Fisher氏はまた、
インプラントの設置場所が、使用されるベアリ

ング・カップルに拘わらず、摩耗挙動において重
要な変数である理由を説明した。金属イオンの問
題に対して注意を促して、Fisher氏は、MoMベ
アリング・カップルは、最適な設置場所を外すと
特に好ましくない反応を見せることがあること
を示唆した。

セラミック・オン・ポリエチレンTHAおよ
びメタル・オン・ポリエチレンTHAについ
ての15年間の研究結果
 
　Stéphane Descamps氏（フランス）は、37
例のCoP THA術と37例のMoP THAの摩耗率
を比較した15年間に渡る前向き無作為研究の結
果を発表した。28mmのBIOLOX®forte ボー
ルヘッドがすべての症例において使用された。
CoP使用の場合の摩耗率（年間線摩耗0.058mm
／年間体積摩耗35.7mm3）は、MoP使用の場
合の摩耗率（年間線摩耗0.102mm ／年間体
積摩耗62.8mm3）より有意に低かった。これ
は、ポリエチレン線磨耗の44%削減に相当し
た（p=0.0004）。発表の締めくくりとして、
Descampss氏は、これらの結果はCoPとMoP 
についての10年以上に渡る追跡調査で得られた
過去の研究の結果に匹敵すると述べた。

セラミック・オン・セラミックTHAについ
ての３～７年の臨床結果

　Mustafa Alnaib氏（イギリス）は、CoC THA
を受けた、148名（女性：72名、男性：76名）
の患者を継続して追跡した機能性についての結
果および臨床結果について報告した。患者の平均
年齢は54歳（26～64歳）であった。追跡調査は
手術後３～７年後に行われた。骨溶解は認められ
なかった。著者らは、中間結果は、他のインプラ
ントと比較して同等あるいは優れており、またこ
の新世代のインプラントにおける破損の発生は
少なかったと締めくくった。

セラミック・オン・セラミックベアリング・
カップルおよびセラミック・オン・ポリエ
チレンベアリング・カップルでの長期に渡
る経験

　Laurent Sedel氏（フランス）は、もっぱら
優れた生体適合性とCoCベアリング（アルミナ）
用に現在利用可能である30年間に渡る総合的臨
床データについて報告した。Sedel氏は、文献で
はセラミックの破損、摩耗線条（stripe wear）
やきしみ音（squeaking）について議論されて
いるが、それらについての臨床的有意性は非常
に低いことを示唆した。過去５年以内のセラミッ
クコンポーネントインプラントの1,500例におい
て、Sedel氏が破損を確認した例はない。また、
Sedel氏は、CoCベアリング・カップルは、その
摩耗率が極小であり、スポーツをする際に制限が
ないことから、若年の患者にとって最良の選択肢
であるという持論を述べた。



（続き）

　Thomas Pandorf氏（ドイツ）は、過去30
年間に世界中で使用された500万例以上のセラ
ミックコンポーネント（BIOLOXⓇ）インプラン
トについてのデータをもとにした報告を発表し
た。CoPベアリング・カップルを使用すること
によって、MoPベアリング・カップルより再置換
率を１／２から１／５程度に低減することがで
きる。Pandorf氏によると、CoCベアリング・カッ
プルの摩耗率が最も低いため、それによる骨溶
解の可能性もまた最も低いという状態が続いて
いることが、臨床結果によって裏付けられてい
る。

　Daniel Delfosse氏（スイス）は、カップシス
テムの例を利用して、CoPベアリング・カップ
ルの発展について説明した。Delfosse氏は、材
料の改良とカップデザインにおける進歩がいか
にこの股関節システムの維持率の向上に寄与し
たかについて概要を述べた。

セラミック・オン・セラミックベアリング・
カップルの生物学的挙動

　Nicola Baldini氏（イタリア）は、30例の
CoC摘出人工股関節インプラント（explant）
（BIOLOXⓇ：32mm、BIOLOXⓇ forte：28mm）
に関する研究について発表した。これらの手術
は、セラミックの摩耗粉に対する異物反応によっ
て、従来からのMoP THAにおいて見られた人工
股関節周囲の骨吸収が引き起こされるかどうか
を確かめるために行われた。この分析の対象者
には、11名の男性患者と19名の女性患者が含ま
れていた。これらの患者の初回手術時の平均年
齢は、56歳で、年齢層は31歳から74歳であった。
再置換手術時の平均年齢は、65歳で、年齢層は
39歳から86歳であった。エクスプラントの平均
耐用年数は、８年で、１年から17年の範囲であっ
た。再置換の主な理由は、機械的な固定性不良
および不的確なインプラント設置位置によるも
のであった。全症例について臨床学的・放射学的・
組織学的所見が評価され、エクスプラントが検査
された。概して摩耗粉は見られなかった。少数
の症例で摩耗粉が観測されたが、その量は僅か
であった。異物反応あるいは炎症の痕跡は見ら
れなかった。広範囲にわたる溶骨性あるいは細
胞毒性の影響を示した症例は認められなかった。
この調査により、CoCベアリング・カップルの
摩耗率は飛び抜けて低く、放出されたセラミッ
ク粉に対する生体の拒絶反応は見られないこと
がわかった。認められた少量の摩耗粉は、不活
性かつ不溶性であった。この研究により、トラ
イボロジーリスクは克服されたことが示された。
また、この結果によって、さまざまな作業グルー
プによって過去に行われた調査から得られた結
果をさらに裏付けることができた。
*７ページの「詳細について」の枠内参照。

「真の」XPE摩耗

　Brian Derbyshire氏（イギリス）は、XPE（ク
ロスリンクポリエチレン）インサートにおける
真の摩耗量は、ほとんどの研究において測定さ
れている線磨耗、および磨耗方向、ヘッドの大

きさおよび未使用状態でのクリアランスなどの
いくつかの付加的なパラメータによって決まる
という持論を考察した。数値的な分析をするこ
とによって、Derbyshire氏は、彼が言うところ
の「真の」摩耗を測定し、さまざまな研究から
のXPEインサートの摩耗挙動を比較する場合に
は、単に線摩耗あるいは摩耗率を指定するだけ
では不十分である理由を示した。RSA法は、精
密度が割り出せ、摩耗の方向と実際の摩耗量も
また測定することができる唯一の方法である。 

金属イオンによる胎児に対する危険性はあるか?

　Bhabra Gevdeep氏（イギリス）による調査
の開始点は、Ziaee氏らが行った研究結果であっ
た。その研究では、金属イオンが胎盤関門を通り
抜けることが実証されている。有意に高濃度の
コバルトとクロムがMoMベアリング・カップル
を設置した妊婦の臍帯血から測定された（Ziaee 
et al. JBJS. ３B；301ー5；2007）。さらに、イ
ギリスのMHRA（http://www.mhra.gov. uk/）
が、経胎盤毒性の調査と胎児に対する危険性を
評価するように求めた。調査で、Gevdeep氏の
研究グループは、実績のあるインビトロモデル
を使用した。著者らは、以下に示す発見を発表
した。CoCrナノパーティクルおよびイオンは、
確かに無傷胎盤関門を通り抜け、DNAに損傷を
与え、染色体変化（４倍体細胞）をもたらすこ
とがある。追加物質の存在により引き起こされ
るバイスタンダー効果により、損傷は悪化する
可能性がある。損傷を与える金属イオン濃度は、
インビボで測定された濃度に匹敵する。DNAと
染色体の損傷は、胎盤関門内の細胞間の信号伝
達により引き起こされる。

メタル・オン・メタル股関節表面置換術
ー予想以上に高い無症状性偽腫瘍の発生率

　Gill Harinderjit氏（イギリス）は、80名の患
者（男性48名、女性32名）に対する115例の
MoM股関節表面置換術における無症状性偽腫瘍
の発生率について報告した。対象患者の平均年
齢は56歳であった。平均追跡調査期間は、61（13
～88）ヶ月であった。偽腫瘍は、充実性・嚢胞
状腫瘤を持つ６名の患者（男性１名、女性５名）
に認められた。無症状性偽腫瘍の発生率は、８
パーセントであった。また、この研究によると、
女性患者における発生率は15パーセントであっ
た。腫瘤の組織学的検査より、広範囲に及ぶ壊
死とびまん性リンパ球浸潤が明らかになった。
これらの発見により、リンパ球が介在する過敏
性反応が示唆された。無症状性偽腫瘍の存在は、
股関節で吸引された血清のコバルト濃度および
クロム濃度の上昇およびオクスフォード股関節
スコア（Oxford Hip scores）の低さと関係し
ていた。そのメカニズムはいまだ明らかでなく、
金属あるいは細胞毒性影響に対する過敏性反応
が原因である可能性もある。手術後６年間の無
症状性偽腫瘍の発生率は、報告された症候性偽
腫瘍に比べて有意に高かった。長期間の間に、
無症状性偽腫瘍が症候性偽腫瘍になるかどうか
はいまだ明らかではない。



セラミック粉が認められず、滑膜表面がなめらかで、中
等度の線維化を示すインビボで８年経過したセラミッ
ク・オン・セラミックカップルを使用した患者の剖
検標本の再生関節包ネオカプセル（neocapsule）。  
出典：Bos I, Institute of Pathology, University of Lübeck （Germany）

メタル・オン・メタル股関節表面置換術
ー偽腫瘍を持つ患者の金属イオンに対する
リンパ球応答は、強くなるか?
　David Murray氏（イギリス）と彼の研究グルー
プは、倫理承認済研究で、偽腫瘍を持つ患者にお
ける金属に対する過敏性反応の発生率とその程
度について調査した。偽腫瘍を持たない患者と
比較して、偽腫瘍を持つ患者のリンパ球反応の
発生率や程度に有意差はなかった。Murray氏は、
MoM股関節表面置換術を受けた患者は、金属イ
オンに対するリンパ球応答が、暴露・免疫反応
を反映して、強くなると結論づけた。偽腫瘍を
持つ患者の増殖応答は、偽腫瘍を持たない患者
と同等であり、このことにより、タイプIV過敏性
は偽腫瘍の原因ではない可能性が示唆される。
 
メタル・オン・メタルベアリング・カップルにおける摩耗 
 
　Kamali Azad氏（イギリス）は、通常の0.5ヘ
ルツステップ周波数で100ステップ毎に停止と
再始動を行うようにプログラムされた股関節シ
ミュレータを使用して種々のMoMベアリング・
カップルの摩耗について調査した。二重熱処理
を施した合金を持つ２個のベアリング・カップ
ルにおける血清イオン濃度は、71パーセント上
昇した。

MoM THA術についての１～10年に渡る臨床結果
　Rainer Kotz氏（オーストリア）は、28mm
径ヘッドのMoM THAについてのさまざまな結
果について報告した。最初に、Kotz氏は、セメ
ントレスMoM THAを受けた50名の患者（女性
31名、男性19名）の結果と、セメントレスCoP 
THAを受けた50名の患者（女性39名、男性11名）
を術後１年時に比較した。MoM群の平均年齢は
58.3（16～81）歳であった。また、CoP群の平
均年齢は、62（26～87）歳であった。MoMを
使用した関節では、全身的にコバルト放出が見
られた。MoM群の平均血清コバルト濃度（1.1
μg/l）は、CoP群（0.15μg/l未満、検出限界未満）
と比較して有意に増加した。Kotz氏は、慢性腎
不全によって、尿中へのコバルト排出が制限さ
れると結論づけた。

　Rainer Kotz氏は、高炭素MoMベアリング・
カップルから全身的に放出される金属イオンの
問題は、基準値がない間は、解決しない状態が
続くだろうと述べた。Kotz氏はまた、MoMベア
リング・カップルに関係する主な問題は、大径
のベアリング・カップルを使用した場合に主と
して観察されてきたことを指摘した。

　Kotz氏は、309名の患者（女性：172名、男性：
137名）を対象に術後4.3年間の追跡調査を行い、
カップ設置角と血清金属濃度を調べた。平均血
清コバルト濃度は、1.6μg/lであった。平均血
清クロム濃度は、2.3μg/lであった。20名の患
者で構成された３つの群（55ー63º、44ー46º、
23ー37º）においては、カップ設置角と血清コ
バルト濃度およびクロム濃度の上昇との間に統
計的に有意な相関関係を見ることはできなかっ
た。しかし、カップ設置角が58º～63ºであった
３名の若年の（37、47、55歳）患者と活動性の

セラミックの生物学的挙動についての詳細は、下記を
ご参照ください。



（続き）

Schulthess股関節スコア（SHS）質問票

Während der letzten vier Wochen……（過去４週間に……）
１） Hatten Sie bei Belastung oder Bewegung Schmerzen in der 

Hüfte？  
（ あなたは、力を入れたり、動かしたりした時に、股関節に何らか
の痛みを感じたことはありますか。）

２）  Mussten Sie wegen Ihrer Hüfte hinken？
　（ 股関節が原因で、足を引きずって歩かなければならなくなったこ

とはありますか。）
３） Hatten Sie wegen Ihrer Hüfte Schwierigkeiten beim 

Einkaufen, oder bei Haushalts- und Gartenarbeiten？  
（ 股関節が原因で、買い物、家事あるいは庭仕事に何らかの困難を
感じたことはありますか。）

４） Hatten Sie wegen Ihrer Hüfte Einschränkungen bei 
Freizeitaktivitäten oder beim Sport？  
（ レジャーやスポーツ中に、股関節が原因であなたの動きが制限さ
れたことはありますか。）

５） Hatten Sie wegen Ihrer Hüfte Probleme bei alltäglichen 
Bewegungen wie z. B. Aufstehen, Hinsetzen, Bücken, oder 
Anziehen？  
（ 股関節が原因で、立ち上がったり、座ったり、体を曲げたり、着
替えをしたりする時、何らかの困難を感じたことはありますか。）

ドイツ語圏の変形性股間節・膝関節疾患者に使用される異文化適応型Oxford Scoreの妥当
性検証。プレゼンテーション（F247）EFORT、ウイーン　2009

本プレゼンテーションはhttp://www.efort.org/cdrom2009/FreePaperContent.
asp?pid=F247にてダウンロードが可能です。

高い（HHS 100、UCLA 6・7・9）女性患者で
は、血清コバルト濃度は３～16倍、血清クロム
濃度は4.5～16倍になっていたことがわかった。
Kotz氏はまた、54名の女性患者（平均年齢57歳）
と44名の男性患者（平均年齢54歳）を対象に行
われた、105例のMoMを使用した手術の10年間
の結果についても報告した。80名の患者の臨床
追跡調査が可能であった。片側THA手術を受け、
他に金属インプラントを設置していない患者22
名分の血液サンプルが調査された。平均血清コ
バルト濃度は、0.75（0.3 ～ 50.8）μg/lであっ
た。５年間のデータと比較して、血清金属イオ
ンの増加は認められなかった。

　Claude Rieker氏（スイス）は、435例の再置
換後に回収された792個のMoMコンポーネント
（ヘッド：412個、カップ：380個）を調査した
結果について報告した。症例の98.3%で28mm
のヘッドが回収され、症例の1.7%で32mmの
ボールヘッドが回収された。平均追跡調査期間
は、53ヶ月であった。術後１年目（ランイン摩耗）
の平均摩耗率は、28.3μm、術後２年目の年間
平均摩耗率は10.5μm、２年目以降の年間平均
摩耗率は5.8μmであった。

　さらにRieker氏は、2006年から2008年の間
に出版されたMoMベアリング・カップルに関連
する臨床学的および放射線学的データをさまざ
まなセメントカップシステムおよびセメントレ
スカップシステムとともに発表した。Rieker氏
は、（例えば、骨セメントに対する）アレルギー
反応は稀であり、MoMコンポーネントとのみ関
連していたのではないことを指摘した。

セラミック・オン・メタルベアリング・カッ
プルにおける金属イオン濃度
 
　無作為抽出の前向き研究で、Graham Isaac氏
（イギリス）は、同じインプラントタイプのCoM
ベアリング・カップルとMoMベアリング・カッ
プルを比較した。ヘッド径は、28mmであった。
インプラント設置後の平均クロム濃度およびコ
バルト濃度は、全測定時点でMoMベアリングよ
りCoMベアリングのほうが低かった。CoM群で
は、12カ月平均のクロム値およびコバルト値は
それぞれ0.43μg/lと0.72μg/lであった。MoM
群では、12カ月平均のクロム値およびコバルト
値は、それぞれ0.68μg/lと0.83μg/lであった。
本研究における全測定時点（３カ月後、12カ月後、
24カ月以降）で、CoMベアリングの金属イオン
濃度は、股関節シミュレータを用いた研究に基
づく予測と一致して、MoMベアリングに比べて
低かった。Isaac氏は、差異は研究室での予測よ
り小さく、コバルトにおける差異よりクロムに
おける差異のほうがはるかに顕著であると結論
づけた。
＊CoMについての詳細は、CeraNewsの03/2008号をご参照下さい。

表面処理済コバルトクロム合金
 
　Azad Hussain氏（イギリス）は、ニオビウム
－ジルコニア合金の５μmコーティングで表面
処理されたコバルトクロム合金の挙動について
説明した。Hussain氏は、この処理は通常の意
味でのコーティングではないことを強調した。

XPEと組み合わせて使用される場合、この材料
によって、MoPコンポーネントやCoPコンポー
ネントと比べて有意に低い摩耗率が可能になる。
Hussain氏は、この材料は傷がつきにくく、破損
の恐れがないが、ハード・オン・ハードベアリ
ング・カップルでは使用できない点を指摘した。

向上する手術の質
　Vasireddy Aswinkumar氏（イギリス）は、
1,143例のTHA手術（再置換手術：128例）につ
いて、同等に重み付けをした基準を用いて2005
年から2007年に行った品質管理研究について報
告した。参加した外科医のために結果を比較し
たとき、有意の偏差が見られた。Aswinkumar
氏は、効果的なトレーニングプログラムによっ
て、手術結果を向上させることが可能であると
結論づけた。

新しい患者に対する質問紙
　新しい患者に対する人工股関節置換術に関
連するドイツ語の質問紙の少なさに言及し、
Florian Naal氏（スイス）は、チューリッヒの
Schulthess HospitalによるOxford Surveyに基
づくそのような質問紙の開発と妥当性の検証に
ついて報告した。Schulthessの質問紙は、５つ
の質問で構成されており、患者は手術直前およ
び手術直後、および術後６カ月時に回答するこ
とになっている。 



略語の解説：

MHRA：イギリス医薬品・医療製品規制庁
http://www.mhra.gov.uk/ 
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THA材料 VS サイズ： コストと便益
ウイーンで行われた昨年の年次大会中に、EFORTは、特別シンポジ
ウム「THAトライボロジー材料 VS サイズ：コストと便益は？」を
開催し、最新世代のベアリング表面の問題を取り上げた。EFFORT
科学レポーターであるFiras Al Dabouby氏がその講演および議論
の内容を要約した。CeraNewsでは、許諾をいただき、彼の報告書
を特集する。
ベアリング表面
　最新世代のベアリング表面の問題を取り上げたシンポジウム「THAトライボロ
ジー材料vsサイズ：コストと便益は？」で、Robert Streicher医学博士は、今日使
用可能であるさまざまなベアリング表面の新しい側面について議論した。Streicher
博士は、セラミック・オン・セラミックの組み合わせは、ひっかき（scratch）抵
抗性と摩耗率の面で利点があり、それにより骨溶解の起こる可能性と再置換率がと
もに低くなると述べた。このカップリングを使用する不利点には、その脆弱性とコ
ツコツ音やきしみ音（squeaking）がなるといった患者の自覚的不満などが挙げら
れるとStreicher博士は述べた。メタル・オン・メタル（MoM）には、血清イオ
ン濃度が高くなるという問題点があり、セラミック・オン・メタル（CoM）には、
MoMより摩耗率が低いという利点があると、彼は述べた。また、彼が言及した新し
いベアリング表面－セラミック・オン・コンポジット－は、適合性と抵抗性が高い
と思われる材料を利用するが、これにはさらなる評価が必要である。 

ポリエチレンに関する問題
　従来からのポリエチレン（PE）および摩耗粉と骨溶解の問題について、彼は、製
造中および保管中のPEの酸化に影響するであろう抗酸化因子としてのビタミンEの
役割について言及した。もう一人の発表者であるEnrique Gomez-Barrena氏は、製
造技術と保管技術が異なる世代のPEが存在すると述べた。その目的は、機械的安定
性を保証し、耐摩耗性を向上させることであると、彼は述べた。Gomez氏はまた、
酸化防止剤としてのビタミンEの役割と、PEの製造過程にフリーラジカル捕捉剤が
将来的に導入される可能性についても言及した。 

ハード・オン・ハードベアリング
　John Fisher氏は、ハード・オン・ハードベアリングの進化について述べた。
Fisher氏の講演の要点は、最適な機能を保証し、インプラントを維持できる期間を
確実に最大限伸ばすことの重要性を強調することであった。研究によると、セラミッ
ク・オン・セラミックベアリングの摩耗率は低い。新しいセラミック・オン・セラミッ
クデルタ（delta）は、従来のセラミック・オン・セラミックと比べて耐久性が増し
た。Fisher氏は、MoMには、腐食摩耗や血清イオン濃度の上昇という問題があるが、
問題は、大径のボールヘッドが使用されているために、セラミック・オン・セラミッ
クベアリングより安定性が高いCoMベアリングを使用することで解決できると述べ
た。しかし、ハード・オン・ハードベアリングの問題は、カップの設置位置と、設
置角およびボールヘッドの位置－オフセット－を我々が最適化しなければならず、
最適化できなければ摩耗率は高くなるだろうとFisher氏は述べた。

新たな解決策は？
　Leali Paolo Tranquilli氏は、人工股関節全置換手術におけるトライボロジーに影
響する因子についての議論からセッションを始めた。第一の因子は、人工ボールヘッ
ドの大きさとその安定性との関係であると彼は述べた。より大径のヘッドを使用す
ることにより安定性は高くなり、可動域は増す。しかし、これには、摩耗が大きくなり、
それにより骨溶解が引き起こされるという不利点がある。従って、摩耗と骨溶解の
概念および安定性と可動域の概念が、目標を達成できるベアリング表面を作り出す
ための取り組みを左右することになると、彼は述べた。Tranquilli氏はまた、使用可
能なベアリング表面の現在の形と適切なインプラントを選択するために考慮すべき
重要な側面についても議論した。このシンポジウムの総体的結論は、THAに使用さ
れる材料とTHAの生体力学的特性は発展し続けるというものであった。目標は、イ
ンプラント関連因子に起因する再置換率を下げるような耐久性と抵抗性の高いイン
プラントを得ることである。我々は、現在この目標に近づきつつあるが、さらに遠
い地点まで到達する必要がある。

EFORT科学レポーター　Firas Al Dabouby医学博士



シンポジウム

患者および病状に合った関節形成（術）

　Justin P. Cobb氏（イギリス）は、初日の基
調講演で、通常、不良品の出現率が100万件中３
～４件の自動車生産を引き合いに出した。この数
字は、整形外科手術では、100万件中４万件の失
敗に跳ね上がるとし、失敗と正確な手術の判別
は自動車の出来不出来の判別より難しいという
ことを指摘した。整形外科手術における正確さ
の定義は、どのような患者が、どのような適用で、
どのようなインプラントを用いるか等の要因に
よって異なる。正確なカップの位置を例に挙げ、
Cobb氏は、セーフゾーンは、Lewinnekセーフ
ゾーンの何分の一にしか過ぎないと述べた。2.5
度の標準偏差は、“非常に正確” とされているが、
インターンと経験を積んだ専門医による手術の
シミュレーション結果では、ことはそう簡単で
はないことが示されている。例えば、形成不全
や骨関節炎を伴う難しい状況においては、イン
プラントをセーフゾーンに設置できるのは、成
功例がむしろ稀で、経験を積んだ専門医の手術
成功率がインターンを僅かに上回るにとどまる。
　Cobb氏は、インプラントを正確に確実にセー
フゾーンに設置できる成功例を増やすことは、
非常に困難なことだと示唆する。

ベアリングシステムーわれわれは、何を学んだか？

　２番目の基調講演で、Robert Streicher氏（ス
イス）は、患者の術後活動レベルが老いも若き
も高くなっていることが、新たな問題を生み出
しているーという見解を述べた。脱臼率が上
昇していること、安定した接合の重要性が増し
ていること、雑音発生の問題が解決されていな
いことなどを指摘した。氏は、143例のMoMコ
ンポーネントを用いた表面置換型人工関節置換
術の実施例に、３％の雑音発生が見られたとす
る研究報告を引用した。1998年からCoC THA
術（BIOLOXⓇ forte）を実施した2,240症例の
分析結果では、骨溶解もセラミックの破損も報
告されなかった。また、雑音発生は、0.5％であっ
た。摩擦率の低下および新世代ナノセラミック
（BIOLOXⓇ delta）による潤滑の進歩により、こ
の分野では改善が期待できる。Streicher氏は、
BIOLOXⓇ forteによってすでに減少した摩耗率
が、BIOLOXⓇ deltaによってさらに減少するだ
ろうと指摘した。XPEを、特にセラミックの大
腿骨ボールヘッドと共に用いることにより、骨
溶解閾値を下回ることになるだろうとも述べた。
それとは対照的に、傷の付いた金属製の大腿骨
ボールヘッドをXPEと併用した場合は、摩耗率
が上がるだろうとも述べた。粒子サイズと長期
間の生物学的挙動が、この組み合わせの問題点
となっているのだ。Streicher氏によれば、大腿

骨ボールヘッドについては、直径サイズの拡大
に向かうはっきりとした傾向があるということ
だ。

手術成功のための前提

　Daniel J. Berry氏（アメリカ）は、患者母集
団が多様性を増していること、手術を実施する
際に選ぶべき素材がこの多様性を反映していな
ければならないこと、そして、広範囲のさまざ
まな種類のベアリング・カップルが選択肢とな
る状況にあることを示唆した。これは、患者特
有の要因、インプラント可能度（ＵＳＡにおけ
る）、そしてテクニカルな要因（サイズ、補正、
安定性など）に鑑みた、氏の信念に基づくもの
である。Berry氏の見解では、外科医らは、常
に最新の臨床結果の影響を受け続ける。例えば、
炎症反応の報告がMoMベアリング・カップルに
対する信頼度を不安定なものにするというよう
に。氏によれば、最良のベアリング・カップル
などというものは存在しない。より重要なのは、
個々のベアリングのメリットとデメリットをよ
く理解し、患者特有の要因を勘案した上で、患
者と共に選択を行うことである。

大腿骨ボールヘッドの直径サイズの拡大が脱臼
率に影響を与える

　大規模な多施設無作為化比較試験により、
Donald Howie氏（オーストラリア）は、術後
１年の脱臼率をベアリング・カップルの直径
28mmと36mmで比較した。532人の患者（274
人に28mm、258人に36mmのベアリング・カッ
プルを用いた）を調査した結果、脱臼率に有意
差があること（28mmのベアリング・カップル
では4.4％であるのに対して、36mmでは僅か
0.8％）がわかった。Howie氏は、この脱臼率の
減少により、患者本位のサイズの選択が正当化
されると結論付けた。

直径サイズの拡大に関する臨床結果：CoC対 
MoMー３年の追跡調査 

　イギリスのRaghu Raman氏は、３年に亘って
実施された直径36mmのCoCベアリング・カッ
プルと直径42mmのサイズの大きいMoM ベア
リング・カップルの比較試験の結果を報告した。
対象患者は、どちらの群も104人（64人の男性、
40人の女性）で、手法はマッチドペア分析だっ
た。CoCベアリング・カップル群の平均年齢は
53.1歳（29歳から68歳）で、MoMベアリング・
カップル群の平均年齢は54.9歳（32歳から71歳）
だった。両群にスコアおよび活動レベルの差は
見られなかった。ALVAL（無腐性リンパ球性血

股関節について 
2009年９月４ー５日、 エジンバラ第13回 BIOLOXⓇ 
シンポジウムにおける臨床結果および臨床適用発表

大会会長のJustin P. 
Cobb, MD Imperial 
College (ロンドン)



管炎関連病変）に関して、再置換が必要となっ
た患者がMoM群に１人いた。サバイバルレー
トは、CoC群が100％でMoM群が98％だった。
Raman氏は、若年患者、および複雑な基礎イン
プラントを持つ、または補正を要する患者には、
直径サイズの大きな大腿骨 ボールヘッドのCoC
ベアリング・カップルを用いるのが「ベストで
はないにしても非常によい解決策」だと述べた。
氏は、また、脱臼のリスクを減らしたいと強く
望む患者には、高齢でもこのCoCベアリング・
カップルを選択したいと述べた。

CoC ＴＨＡにおける17年間追跡調査（32ｍｍ）

　Aldo Toni氏（イタリア）は、自身の医療施
設のレジスタを用いて、7,005例のCoCベアリ
ング・カップル（BIOLOXⓇ, BIOLOX® forte, 
BIOLOXⓇ delta）の集計を行った。2006年から
2008年の間に、686例のCoC ベアリング・カッ
プル（BIOLOXⓇ delta）のインプラントが実施
された。また、1990年と1991年に32mmの
CoC ベアリング・カップル（BIOLOXⓇ）を連続
的にインプラントした147人の患者を、氏が17
年間追跡調査した結果、ベアリング・カップル
を最適な位置からややはずれた位置に設置した
ために摩耗がより顕著にみられた患者にさえも、
骨溶解例が全く見られなかったということだ（図
１aー３）。Toni氏は、この結果は、CoCカップ
ルが骨溶解のリスクを最小限に抑えるという仮

１a

距骨溶解なし

１b

52歳男性、CoC THAをインプラント後（左）と15年
後（右）。骨溶解の兆候は見られない。
提供：Aldo Toni氏, Istituti Ortopedici Rizzoli, Bologna（Italy）

CoC THA後21年（1984ー
2005）骨溶解変化なし。

CoC THA後15年
（1987ー2002）骨溶解
変化なし。

２

距骨溶解なし

３

距骨溶解なし

提供：Aldo Toni氏, Istituti Ortopedici Rizzoli, Bologna（Italy）

説の正しさを裏付けるものであると言う。氏は、
また、雑音発生例や破損例が見られなかった点も
指摘した。さらに骨溶解誤判定の問題を指摘し、
既往の骨異常を術後の骨溶解と誤判定しないた
めに、術前にⅩ線検査を行うことが必要だと述
べた。7000以上のCoCベアリングインプラント
例でも、摩耗による骨溶解の兆候は見られなかっ
たということだ（図４aーc）。Toni氏は、骨溶解

をセラミックコンポーネントと結び付けるのは、
現実的ではないと締めくくった。

MoPとの比較におけるCoCの10年間のサバイバルレート

　J. Wesley Mesko氏（アメリカ）は、CoCベ
アリング・カップルとMoPベアリング・カップ
ルを、活動レベルが平均を大きく上回る患者で比
較した調査について報告した。対象患者は、肉
体労働に従事する者や、禁忌とされるアルペンス
キーやテニスを習慣的に行う者を含む。９人の医
師が、930例のCoC THA（BIOLOXⓇ forte）を
848人の患者に実施した。平均5.9年の追跡期間
における再置換率は２％（19例）だった。骨溶
解は見られず、大腿部側部にX線透過性のライン
がごく少数例に見られたにすぎない。雑音発生も
稀で再現性はなかった。これとは対照的に、123
例のMoPベアリングを用いた120人の対照群患
者における再置換率は、平均7.8年の追跡期間で、
8.1％（10例）だった。従ってMoPカップルを
使用した場合の再置換率は、CoCカップルを使
用した場合の４倍ということになる。10年間の
サバイバルレートが、CoC THA群では97.2％
だったのに対して、MoP THA群では92.1％（p= 
0.0007）だった。Wesley氏は、CoCアルミナ
ベアリングの長期間にわたる安全性が、MoPベ

「偽骨溶解」の問題。
提供：Aldo Toni氏, Istituti Ortopedici Rizzoli, Bologna（Italy）

４b：術後４a：フォロアップ ４c：術前

カプセル内のセ
ラミック破片。
反応を示す組織
はなし。
提供：Aldo Toni氏, 
Istituti Ortopedici 
Rizzoli, Bologna 
（Italy）



シンポジウム（続き）

アリングと比べて再置換率が低いことから、実
証されたと結論付けた。

CoC THA（28mm、32mm）を50人の患者
に実施した結果 

　Stephen B. Murphy氏（アメリカ）により紹
介された関節包上方切開法は、組織温存THAを
可能ならしめることを主目的として開発された
ものだ。関節包上方切開法では、まず、大腿骨側
の操作を行う。次に、股関節を脱臼させること
なく、大腿骨頭を切除する。Murphy氏は、この
手術法は解剖学的再建を容易にするだけでなく、
手技が簡単で、従来の手法より安全性も高いと
言う。Murphy氏は同僚とともに、ランディング
パッドとガイドワイヤを使用することで、ＣＴ
によるナビゲーションを使った施術に匹敵する
結果を生む手法を開発した。氏は231例のCoC
ベアリングを196人の患者に使用し、２ー 11年
の追跡調査を行った。患者の手術時の平均年齢
は41歳（18－50歳）だった。大腿ボールヘッド
の直径は32mm（69％）と28mm（31％）だっ
た。Ｘ線撮影で、骨溶解のゆるみは見られなかっ

た。Murphy氏は、CoCベアリング・カップルを
若年の患者に使用した場合、その信頼性は非常
に高く、手術は成功だったと結論付けた。また、
組織温存手術法は、インプラントの位置設定が
正確であれば、CTによるナビゲーション使用の
有無にかかわらず、脱臼を完璧に回避すること
につながるということだ。

直径の異なるCoC ＴＨＡにおける10年間追跡調査

　Francesco Benazzo氏（イタリア）は、平均
年齢68.4歳（18歳－80歳）の患者465人に対し
て511例のCoCベアリング・カップルを施術し
た後（46例が両側施術）、10年間追跡調査を行っ
た結果を報告した。臼蓋形成不全が高い割合
で見られた。モジュラー・ステムであるサンド
ウィッチカップと直径の異なる（28、32、36、
40mm）大腿骨ボールヘッドが用いられた。１
例の亜脱臼と５例の脱臼が見られた。Benazzo
氏によると、ソウル（韓国）では、より細いネッ
クを用いることで、インピンジメント（サンド
ウィッチカップ）の問題を解決してきたという

ことだ。氏はまた、モジュラー・ステムの使用を、
特に脱臼が起こった場合などに必要となる解決
策として挙げ、術前の綿密な計画が必要である
ことに言及した。より大きなオフセットを使用
すれば、カップが急峻で前方開角が小さい場合
にも対応できうる。
　合併症を起こす率が非常に低いことと無菌性
のゆるみが１例もないことから、Benazzo氏は、
CoCベアリング・カップルを、THAを初めて実
施する場合の第一選択とした。

CoCベアリング・カップルの臼蓋形成不全への
施術ー５ー10年の追跡調査

　草場　敦氏（日本）は、日本での股関節形成
術の適用における、もっとも一般的なもののひ
とつとして臼蓋形成不全を挙げ、骨と軟組織の
再生の成績がアジア人種においてはヨーロッパ
人種より悪いことを指摘した。Kusaba氏のクリ
ニックでは、1998年以来、セメントレスCoCベ
アリング・カップル（BIOLOXⓇ forte）を1498
例にインプラントしてきた。そのうち、臼蓋形成
不全患者161人（女性159人、男性２人）と股関
節置換患者177人が評価の対象となった。患者の
平均年齢は60歳（41－82歳）で、追跡期間は５
－10年だった。調査期間中、全ての置換股関節
は安定していた。脱臼、骨溶解は見られなかった。
１人が雑音の発生を報告したが、再現性はなかっ
た。人工関節の破損が２例に見られたが、これ
らは、金属製のカップが不適切な手術用具の使
用により破損したことに起因するものだ。氏は、
このような失敗は、手術を注意深く行うことで回
避できると述べた。10－11年間追跡調査を行っ
た全てのＴＨＡ施術例については、再置換手術
率は、CoCベアリング・カップル（1498例中３
例の破損－0.2％）の方がMoMベアリング・カッ
プル（508例中８例のメタロシスー 1.6％）より
有意に低かったということだ。

ＴＨＡ（28ｍｍ）における９年間追跡調査

　菅野　伸彦氏（日本）は、進行中のCTナビゲー
ション施術の比較試験の経過を報告した。平均追
跡期間は９年（８－11年）。1998年から2001
年までの間、セメントレスCoCベアリングTHA
（BIOLOXⓇ forte, 28mm）を143人に連続的に
実施した。THA実施全症例の83％が臼蓋形成不
全というのは、日本ではごく普通のことだ。追
跡調査の対象は、ナビゲーションを用いた52人
（59股関節）、従来の施術による91人（111股
関節）だった。ナビゲーションを用いた群には、
脱臼も無菌性のゆるみも見られず、再置換手術
例もなかった。また、カップがLewinnekセーフ
ゾーンの外に設置された例もなかった。従来の
施術を用いた群では、８カップがLewinnekセー
フゾーンの外に設置された。１カップが、最初
の手術後３年でインピジメントのため、そして
後には無菌性のゆるみのため再置換された。脱
臼率とカップのLewinnekセーフゾーン外設置と
の間には相関はなかった。Sugano氏は、真のセー
フゾーンはLewinnekセーフゾーンより相当狭い

CoC THA後10年　骨溶解なし。
提供：Stephen B. Murphy氏, New England Baptist Hospital, 
Boston（USA）



のではないかと示唆した。

CoC ＴＨＡにおけるカップの位置付け

　Mark Emerton氏（イギリス）は、2004年か
ら2009年の間に、患者313人に対し、大腿骨ボー
ルヘッドの直径が36mmのＴＨＡを含む、327
のCoCベアリング・カップル（BIOLOXⓇ delta）
をインプラントした。患者の手術時平均年齢は
53歳（37－72歳）だった。患者には活動度の
非常に高い者や激しいスポーツをするアスリー
トが含まれていたにもかかわらず、脱臼は見ら
れなかった。Emerton氏は、正確な位置にカッ
プを設置することの重要性を強調し、カップの
設置角を術前の骨性臼蓋と同程度に急峻にして
しまうと過度のストレスにつながるので、これ

を避けなければならないと述べた。Emerton氏
にとっては、最も重要な解剖学的目印は横断靱
帯なのだ。というのも氏は45度以内の角度を確
保し、横靱帯に対し平行にカップを位置づける
ことを目標としているからだ。Emerton氏によ
ると、カップの縁前部は前壁に位置付けられる
べきで、医師は骨とインプラントの接触を最大
限に確保しなければならないということだ。氏
は、２ミリのアンダーリーミングを行うこと―
かつてそう教えられたことではあるが―は許容
範囲外の位置にカップを設置してしまうリスク
につながると示唆した。氏が、１サイズずつ鈍
のリーマーを用いてリーミングを行うのは、基
準値を越えたところまでリーミングしないよう
にするためだ。Emerton氏は、また、セラミッ
クのインサートを正しく位置づける必要性を指
摘した。

カップの角度が急になりすぎるのをどのように防ぐか

　Philipp Lubinus氏（ドイツ）は、カップの角
度が急になりすぎるのをどのように防ぐかを示
した。ここでは、骨構造の真の角度を有効に示
唆する数値として、水平基準線に対する臼蓋角
の中央値を決定することが重要である。好まし
くない解剖学的状況は可能な限り改善されなけ
ればならない。Lubinus氏は、関節における力
伝達の荷重を担う部位が、ベアリング表面の比
較的狭い部分で構成されていることと、この部
位が、人工関節ではサイズの減少によりさらに

狭くなることを指摘した。また、この部位のサイ
ズは、設置角度が急になるほど狭くなる。具体
的には、28mmベアリング・カップルを角度40
度に位置づけた場合、荷重部位は９平方cmだが、
角度が60度であれば6.3平方cmになってしまう。
条件が悪い状況では、股関節への荷重が1平方セ
ンチメートル当たり200kgになる。ポリエチレ
ンは、１平方センチメートル当たり120kgで、
cold flow（粘弾性体にかかる応力がある降伏値
を超えたときに連続塑性変形が起こること。一
定荷重下ではクリープ変形）のために永久変形
（クリープ変形）を来たす。急な角度と脱臼が合
わさるとカップインサートを破壊する。Lubinus
氏は、患者の体重チェックとオフセットとカッ
プの角度を術前に正確に知ることを、解剖学的
状況が改善し得るかどうかを決定することとも
に勧める。氏は、また、できるだけ大きな大腿
骨ボールヘッドを使用して力の配分を適切にす
ることを勧めた。

再置換手術における方法論とセラミック大腿骨
ボールヘッド（BIOLOXⓇ OPTION system）
を用いた施術後２年間の追跡調査

　Jean-Yves Lazennec氏（フランス）は、BIOLOXⓇ

OPTIONシステムを用いた調査における初期の臨
床的、放射線学的結果を報告した。また、カッ
プの固定性がよく、設置位置も妥当である場合
の再置換手術における方法論についても報告し
た。このような症例では、Lazennec氏は通常、
BIOLOXⓇ OPTIONシステムを用いて、チタン

のスリーブ付きのBIOLOXⓇ deltaでできたセラ
ミック大腿骨ボールヘッドを、もとの、しかし、
損傷のないステムテーパーに設置する。実施前
に、これまでの記録に基づき、テーパーの型を
正確に調べることが必要である。MoMベアリン
グ・カップルの再置換を行う場合は、Lazennec 
氏は、臼蓋側の操作が終了するまで、古い大腿
骨ボールヘッドをステム上に残しておく（図６aー
c）。そうすることによって、ステムテーパーが
手術中の損傷から守られる。氏の調査は42の再
置換手術を評価したもので、16のMoMベアリン
グ・カップルとポリエチレンインサートを用い
た26のベアリング・カップルを含むものである。
32mmの大腿骨ボールヘッドが、26例に用いら
れ、36mmの大腿骨ボールヘッドが、16例に用

写真：CoC THA（BIOLOX® delta）、ライナー設置
提供：Mark Emerton氏, Chapel Allerton Hospital, Leeds（UK）

MoMベアリング・カップルを再置換する際には、カップの設置が終了するまでメタ
ルヘッドはステムテーパーに装着したままにしておき、術中テーパーの損傷を防ぐ。
提供：Jean-Yves Lazennec氏, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris（France）
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いられた。骨溶解、破損、雑音の発生は、２ー３
年の追跡調査中、見られなかった。４例の脱臼
が見られたが、これは残ったステムにおけるオ
フセットが小さすぎたことに起因するものだっ
た。Lazennec氏は、チタンのスリーブ付きの
BIOLOXⓇ deltaが正しいオフセットを可能なら
しめるという点から、そういった要因に特に注
意を払うべきだと結論付けた。

セラミックと金属の大腿骨ボールヘッド付きのオー
ルポリエチレンのセメントソケットの長期的結果

　Peter Kay氏（イギリス）は、1962年から
1990年までの間に、1,434例の平均年齢41歳
（12歳－50歳）の若年患者に施術したセメント
MoP THAのデータを発表した。そのうちの幾
例かは、氏自身の施術によるものである。術後
20年で再置換手術を要した割合は17％で、こ
れら再置換手術例の70％は最初の手術後８年か
ら20年の間に行われたものである。再置換手術
を要した主な原因は摩耗によるカップのゆるみ
（11.7％）、次いでステムのゆるみ（4.9％）、そ
してステムの破損（1.5％）だった。摩耗の問題
に対応すべく、Kay氏のクリニックの医師らは、
1986年から化学的にポリエチレンにリンクした
セラミックの大腿骨ボールヘッド（アルミナ）を
使い続けている。17人の患者を18年間追跡調査
した結果、摩耗は最小限だった。Kay氏は、セラ
ミックの大腿骨ボールヘッドとオールポリエチ
レンのセメントカップの組み合わせが、初回の
手術および再置換手術に関する問題を解決する
ものとして実証されたと結論付けた。氏は、新
しい化学架橋ポリエチレン素材を使用すること
により、さらによい結果が、将来得られるよう
になると期待している。

CoXPE（28mm）における摩耗ー６年間の臨
床成績

　Christian Hendrich氏（ドイツ）は、28ｍｍ
のCoPベアリング・カップル（BIOLOXⓇ forte） 
の摩耗率が、28mmのMoPベアリング・カップ
ルより64％低いことを示唆するデータを発表し
た。６年間の前向き研究を43人の患者（54歳±
９歳）に実施した結果、氏は、28mmのCoXPE

シンポジウム（続き）

ベアリング・カップルを使用することにより、
摩耗をさらに58％減らすことができると述べた。
ただし、XPEの長期における成績は未知数だと
いうことだ。

BIOLOX®delta大腿骨ボールヘッド（22.2ｍｍ）
の生体内外における安全性調査

　Moussa Hamadouche氏は、小骨頭径セラ
ミックの大腿骨ボールヘッドの使用は、これまで
のところ限定的だが、市場がアルミナ・マトリッ
クス・コンポジットBIOLOXⓇ deltaを導入すれ
ば、状況は変わるであろうと述べた。氏の研究
グループは、現在、BIOLOXⓇ delta大腿骨ボー
ルヘッド（22.2mm）について、生体内外で調
査を行っている。人工的にエイジングを加えた
後も、破裂強度はISO基準で規定された46kNを
はるかに上回った。マイクロセパレーションの
シミュレートによる接続ポイント試験でも、こ
の素材の材質が規定値をはるかに上回ることが
示された。無作為化前向き研究では、年齢60.2
±9.7歳（34歳－75歳）の55人の患者（男性21
人、女性34人）に対して、BIOLOXⓇ delta大腿
骨ボールヘッド（22.2mm）と全ポリエチレン
のセメントカップ（高度な部分化学架橋）を連
続的に使用した。１～２年の追跡期間中、骨吸収、
骨溶解、ゆるみ、破損は見られなかった。ジル
コニアセラミック＊でできた大腿骨ボールヘッド
の使用と、今回55人の患者に用いた同じタイプ
の全ポリエチレンカップを比較した結果、全症
例中34.5％に骨溶解と骨吸収を術後32カ月に見
られた。
＊CeramTec AGでは製造していない

セラミック（BIOLOXⓇ delta）の生体内外における挙動

　Ian Clarke氏（ ア メ リ カ ） は、BIOLOXⓇ 

deltaの生体内外における挙動を調査した。さま
ざまなシミュレーター試験により、このセラミッ
ク素材の優れた硬度、破損耐性、摩耗耐性が確
認された。シミュレーター内でエイジングを加
えたコンポーネントも、ごく僅かな材質変化を
示したに過ぎず、摩耗率は、新しい素材と比較
しても有意差がなかった。１－７年経過後、摘
出したものを調査した結果は次のとおりである。
BIOLOXⓇdeltaは、BIOLOXⓇ forteより、摩耗
に対して有意に優れた耐性を持つ。このことは、
特に線条摩耗例においてよく当てはまる。ここ
で、Clarke氏は、潜在的なイフェクトに対し、
６倍の耐性を持つことを前提としている。氏は、
大腿骨ボールヘッド上のチタン・トランスファー
に関連する線条摩耗がー金属製のコンポーネ
ント（CoCr）においてもそうなのだがー非常
に頻繁に見られることを指摘した。これは、また、
こうした症例では、金属製のカップの使用に伴
い、インピジメントが頻繁に起こることとも合
致する。

CoC（BIOLOXⓇ delta）のトライボロジー試験

　Anthony Unsworth氏（イギリス）も、また、

BIOLOX®OPTIONシステムを用いたMoMベアリング・カップルによる再置換
（BIOLOX®deltaでできたチタン・スリーブ付き大腿骨ボールヘッドの再置換）。
提供：Jean-Yves Lazennec氏, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris（France）



BIOLOXⓇ deltaでできたCoCベアリング・カッ
プルが優れた材質であることを実証する結果を
発表した。摩耗率は無視できる程度で、摩擦量
はこのベアリング・カップルが、完全な流体潤
滑に近い状態で機能することを示した。しかし、
ウシ血清由来のたんぱく質がベアリング表面に
付着し、これによって摩擦が完全な流体潤滑状
態のレベルを超える域まで増大することも示さ
れた。試験を行ったベアリングのクリアランス
は100－150μmで、潤滑、摩擦、摩耗における
差異は見られなかった。

CoC THA（BIOLOXⓇ delta）において、設置
位置と機能が摩耗に及ぼす影響

　Mazen Al-Hajjar氏（イギリス)は、実験室
研究でCoCベアリング・カップル（BIOLOXⓇ

delta）をさまざまな条件下に設置した結果を
報告した。シミュレーターが、標準および急峻
なカップ設置角、標準歩行、そしてミクロ分離
（micro-separation）を再現するために用いら
れた。カップ角度の違いもミクロ分離（micro-
separation）も摩耗には影響を与えなかった。線
条摩耗（stripe wear）が、ミクロ分離（micro-
separation）とダイナミックな大腿骨ボールヘッ
ド側性化を組み合わせた場合には見られたもの
の、これは、大腿骨ボールヘッド縁を踵接地で
接続させる配置で、ミクロ分離が大腿骨ボール
ヘッドの劇的な片側化と組み合わる、つまり踵
接地時に大腿骨ボールヘッドが、必ずカップ辺
縁に接触するような設置位置をとる場合に観察
されたものの、同様の好ましくない条件下にお
けるアルミナ・セラミックでできたベアリング・
カップル（BIOLOXⓇ forte）の摩耗率の10％以
下にとどまった。

BIOLOXⓇ deltaの優れた長期安定性

　Guiseppe Pezzotti氏（日本）は、加圧滅菌器
を用いてBIOLOXⓇ deltaの大腿骨ボールヘッド
の経年劣化のプロセスを調査した。加圧滅菌器
内での１時間は、生体における3.9年に相当する。
極端な状況でも（加圧滅菌器内で10時間以上）、
コンポーネント表面の滑らかさには殆ど変化が
なかった。このような優れた安定性は、素材構
造にある所謂酸素空孔によるものである。

金属製インプラントにアレルギーのある患者の特徴

　Peter Thomas氏（ドイツ）は、はMarc Thomsen
と共同で、German Society for Orthopedics 
and Orthopedic Surgery（DGOOC）のインプ
ラント・アレルギー調査研究グループにガイド
ラインを示し、アレルギーの際に何が細胞に起
こっているかを詳しく説明した。氏は、炎症性
サイトカインに関しては、観察をガンマインター
フェロンに限定するのではなく、全体のパターン
を見るべきだと指摘した。氏は、骨合成素材の
腐食が、単独でアトピー性炎症を誘発し得るこ
とを示唆した。インプラント・アレルギーへの
正しい臨床対処については、調査グループであ
るthe German Contact Allergy Group（DKG）
とthe German Society for Allergology and 
Clinical Immunology（DGAKI） が2008年 に
共同で発表した見解＊に触れた。股関節置換術に
おいては、医師は、広く出回っているCoPベア
リング・カップルを選択すべきだということだ。
また、膝関節置換術では、医師は所謂代替素材
を考えるべきだということだ。 
＊Thomas  P . ,  Schuh  A . ,  R ing  J . ,  Thomsen  M . 
Orthopädisch-chirurgische Implantate und Allergien 
（Orthopedic Surgical Implants and Allergies）Orthopäde 
1；2008；1‒14.

MoM ＨＲにおける摩耗に伴う合併症とその診断法

　Alister J. Hart氏（イギリス）は、MoM股関
節表面置換術後の、股関節痛の様々な症例を発
表した。調査の結果、カップがLewinnekセーフ
ゾーン内に設置されたのは20％にとどまったと
いうことだ。Hart氏は、サイズの大きな大腿骨
ボールヘッドはカップの縁を覆ってしまうため、
診断には通常のＸ線像のみでは不充分だと指摘
した。平均20度、最大50度の偏差がＸ線検査
結果とＣＴ画像を比較した際に認められるのは、
こうした理由からである。摩耗に伴う合併症は、
骨物質に影響を及ぼす他にも、広範囲で不可逆の
軟組織損傷につながる。こうした点から、Hart
氏は、MoMベアリングのインプラント後に痛み
を訴える患者に対しては、３Ｄ－ＣＴスキャン
の使用を勧めている。治療が必要な軟組織損傷
は、MARS MRIで特定することができる。Hart
氏は、決してこれらの損傷を不可逆になるにま
かせないようにと強調した。

発表中のDaniel J. Berry, MD 、Alister J. Hart, MA, FRCS（Orth）両氏。

聴衆席：EFORT前
会長のKarl-Göran 
Thorngren氏（MD）（左）
と発表者のKarl Knahr
氏（MD, Orthopaedic 
Hospital Speising）
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BIOLOXⓇ 賞

BIOLOXⓇ シンポジウムでは、伝統的にBIOLOXⓇ 賞を
授与することが習わしとなっている。2009年には２
つの研究が優れた功績をあげ、BIOLOXⓇ 賞を授与さ
れた。１つは、Alexander Dickinson氏（写真１の左
側、右側はセラムテックのKarl Billau氏）が、Martin 
Browne氏、Jonathan Jeffers氏及びAndy Taylor氏
と協力して行った「体内での安定性と完全性を高める
ためのセラミック製寛骨臼カップの設計開発」という
研究で、もう一つは、Jeremy Oakley氏（写真２の左
側、右側は会議の議長を務めたJustin P. Cobb氏）の
「初回セメントレス人工股関節全置換術における、アル
ミナ・マトリックス複合セラミックスの初期臨床結果」
という研究である。

MoM表面置換術と他の
インプラント置換術との不成功率の比較

　Johann Henckel氏（英国）によると、英国では、
MoMベアリング・カップル（43%）の臨床での
不成功率は、MoPベアリング・カップルの不成
功率（９%）の５倍にものぼっている（国立関節
形成術記録簿）。また、MoMの表面置換型人工
股関節置換術の再置換の割合は、他のインプラ
ント・タイプの再置換の割合の２倍にものぼる。
失敗の原因を突き止めることは不可能な場合が
多いが、MoMインプラントを施した股関節の痛
み、コバルトとクロムの血中高濃度、過度に傾
斜した角度、無症候性の骨溶解、およびMRIによっ
て発見できる柔組織の損傷との間には、明らか
に相関関係が見うけられる。初期摩耗期間の後、
即ち手術のおよそ１年後に、血中の金属イオン
濃度を調べることにより、インプラントの不成
功の徴候を容易に知ることができる。この方法
は費用効果が高く、また、問題があった場合の
レスポンス時間を短縮できる、とHenckel氏は確
信している。

ベアリング・カップルの素材によっては、輪郭
のＸ線透過性に何らかの影響が及ぶだろうか？

　Gerald Pflüger氏（オーストリア）は、CoC、
CoXPE、およびCoPEのベアリング・カップル
を使用した場合に、セメントレスで固定した股
関節ステムのradiolucent lineの出現に影響が
あるかどうかを研究した。合計839例のセメン
トレス・ステムを使用した最小侵襲THAについ
て、調査が行われた。CoCのインプラント手術
を行った患者の平均年齢は62歳、またCoXPE
使用の患者、CoPE使用の患者の平均年齢は、そ
れぞれ66歳と79歳であった。大腿骨ボールヘッ
ドは、直径28mm、32mm、36mmのものが使
用された。401例のTHAを１～3.5年にわたり調
査した結果、Pflüger氏は、ベアリング・カップ
ル、大腿骨ボールヘッドの直径、ネック部の長さ、
オフセット、およびカップの位置（前方への傾
斜角度）によって、radiolucent lineの出現は
影響を受けないということを示すことができた。
radiolucent lineは、73人の患者（18.2%）に見
られたが、より若い年齢層の患者ほど、この比率
が高かった。輪郭のradiolucent lineによるHHS
（ハリス・ヒップ・スコア）への影響はなかった。
Pflüger氏は、radiolucent lineの真の原因はわ
からないが、ハイドロキシアパタイトでコーティ

ングしたステムを使用してからは、radiolucent 
lineの出現は起こっていない、と指摘した。

THA後の後寛骨臼の骨の整形

　Rocco Pitto氏（ニュージーランド）は３次元
QCTスキャンを使用した寛骨臼後部の骨密度の
研究について報告した。この方法をとると、皮質
と海綿質の骨を別々に調査することが可能にな
る。プレスフィット・カップを埋め込むと、寛骨
臼の縁にかかる圧力が増す。調査の結果、皮質
部分にはほとんど変化が見られなかったが、カッ
プの裏側の海綿質の密度は低下していた。Pitto
氏は、この変化を骨の内部成長の間接的徴候で
あると考えると同時に、骨が弱ると、ポリエチ
レン摩耗粉に誘発される摩耗関連の反応がより
出やすいことから、骨溶解が起こる前兆でもあ
ると考えた。Pitto氏は、骨密度減少の進行は、カッ
プの移動と弛みの初期徴候ではないかと推測し
ているが、これは未だ長期の研究によって裏付
けられたものではないと認めている。

清潔なテーパーの固定法がいかに大切か

　Thomas Pandorf氏（ドイツ）は、英国の関
節形成術に関する記録簿によると、セラミック
の大腿骨ボールヘッドの破損によって人工股関
節置換術が失敗に終わる率は最も低いという事
実に注目するよう促した。この稀にしか発生し
ない出来事の主たる原因は、ステムテーパーの
汚染ないしは損傷であると考えられており、こ
のことは実験室での研究によっても確認されて
いる。テーパーが湿っていると、テーパー取り
付け位置の摩擦係数が90%に落ち込み、テーパー
に傷がある場合には摩擦係数が20%にまで落ち
込む。セラミックのインサートが傾いて設置さ
れると、構成部品の破裂強度（物質が圧力に耐
えられる限界）が著しく低下するため、セラミッ
クインサートをカップの縁と同じ高さになるよ
うに据え付けることが必要不可欠である。しか
し、セラミック大腿骨ボールヘッドの破損もま
た、非常に珍しい合併症ではある。

THA内部のノイズ

　Norbert Hoffmann氏（ドイツ）は、人工股
関節システムのきしみ音（squeaking）の起こ
りやすさを測定するためにハンブルクで開発さ
れた検査について説明した。人工股関節内で発
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生するきしみ音は、システム構成部品のある種
の力学的動きによって起こると考えられており、
この力学的動きは、究極的には様々な振動数と
システム要因の組み合わせとの相互作用から起
こっている。再現可能なきしみ音の発生原因か
もしれない要因の１つに、セラミック表面どう
しの摩擦がある。そこで、素材構成、形状寸法、
および直径の異なる２つのCoCベアリング・カッ
プルが、有限要素法を用いて調べられた。どち
らの股関節システムにもノイズを生むと思われ
る様々なパラメーター要因が発見されたが、股
関節システムに激しい振動を起こすためには、
かなり高い摩擦係数が必要であった。実際には、
２つのシステムの摩擦係数が変動したというこ
とを考えると、股関節システムのきしみ音の起
こりやすさも変動すると思われる。

　Claire Brockett氏（英国）は、MoM人工股
関節のきしみ音に関する生体外研究の結果を発
表した。この研究では、通常の状態での調査に
加えて、人工股関節の構成部品の間に異質な微
粒子がある状態での調査も行われた。その結果、
セラミック微粒子やポロコート金属粒子などの
微粒子が入り込むと、ベアリングの表面が粗く
なり、ノイズが発生しやすくなった。Brockett
氏は、このような第３者が及ぼす損傷によって
ノイズが発生するのだろうと結論付けている。

　Karl Knahr氏（オーストリア）は、様々なタ
イプのノイズを識別し、それらの幾つかについ
て、録音したものを再生した。彼は、きしみ音
（squeaking）とクリック音の他に、cringingと
cratingについても識別した。Knahr氏は、前向
き無作為化研究において、これらのノイズ現象
が、（ハード・オン・ソフトのカップルを含め）
どのようなベアリング・カップルにも、予想をは
るかに上回る頻度で起こることを示した。しか
し、彼は、きしみ音は考えられているほど、ひ
どいものではない、と示唆している。人工関節
のノイズは通常、日常の雑音よりも小さく、し
たがって臨床上、問題になるほどではないので
ある。しかしそうは言っても、ノイズの発生は
インプラントの不適切な配置や、弛みの初期段
階を示していることがあるので、目立ったノイ
ズがあれば、どんな場合でも、真剣にとらえな
ければならない。

　Olivier Guyen氏（フランス）は、関節への潤
滑剤の注入がノイズの発生に与える影響につい

て説明した。Guyen氏の研究グループは、模擬
実験装置内でCoCベアリング・カップルが、通
常の動作、微小分離（microseparation）、極
度の応力集中、ボールヘッドへの金属転移など、
様々な状況にさらされた時の反応を調査した。
きしみ音は潤滑剤が無い時には常に発生したが、
潤滑剤が注入されると消失した。大腿骨ボール
ヘッドに一筋のチタンが塗られた時にのみ、潤
滑剤が注入されているにもかかわらず、きしみ
音が発生した。このときは、金属の微粒子が潤
滑剤の薄膜を引き裂いていた。この観察結果は、
インプラントのデザイン（例えば、メタルシェ
ルの辺縁がオーバーハングしていたり、ネック
が短いなど）によってきしみ音が特に頻繁に発
生するという報告を裏付けている。

　Christian Hendrich氏（ドイツ）は、ノイズ
の話題の中で、患者にアルカリ性の食事をとるよ
うに促すことにより、ノイズの発生を軽減でき
る、と指摘した。また、インプラントの直径と
位置に注目した壇上の討議では、大直径の方に
明らかにメリットがあるという点で、かなりの
意見が一致した。Rocco Pitto氏（ニュージーラ
ンド）は、オーストラリアとニュージーランド
の記録簿のデータによると、再置換術を受ける
最も大きな要因が脱臼であると指摘した。その
上、脱臼で再置換を受けた場合、再・再置換術
も高い比率で行われている。これらの統計から、
Pitto氏の病院では、拘束型インプラントから大
径インプラントへと切り換えた。Daniel Berry
氏（アメリカ）は、外転筋に障害のある患者は、
最も治療が難しい患者グループであると述べた。

　エジンバラで開催されたシンポジウムの機
会を利用し、近藤宰司氏と草場敦氏（日本）は、
関節形成術分野の先駆的な外科医であり、セ
ラミック・ベアリングカップルを日本に紹介
するうえで重要な役割を果たした黒木良克氏
のライフワークに敬意を払い、賛辞を送った。
ほぼ7,700件に及ぶ人工股関節形成術をおこ
なった黒木良克は、4,600個以上のセラミッ
ク製大腿骨ボールヘッドと1,800個以上のセ
ラミック・オン・セラミック・ベアリング・カッ
プルを移植した。

黒木良克（医学博士）
海老名総合病院人工関節リウマチセンター（神奈川県）



シンポジウム（続き）

更なる応用と今後の見通し
セラミック・バイポーラ型システムを選択した場合の暫定結果

　Antonio Olmeda氏（イタリア）は、THA（人工股関節置換術）が大腿
骨頸部骨折患者に対する最善の治療法であるかどうかは立証されていない、
と強調した。Olmeda氏はバイポーラー型人工骨頭を使用すれば、手術時
間の短縮、低侵襲、骨組織の温存、再手術における選択肢の増加など、多
くの明白なメリットがある、と示唆した。Olmeda氏は、頸部骨折に対して、
セラミック製バイポーラ型インプラント（BIOLOXⓇ DUO）の手術を受け
た219例について研究し、その臨床及びＸ線像に関する初期結果を発表し
た。少なくとも６ヶ月間の追跡調査の結果、臨床結果と生存率は、他の処
置を施した場合と何等変らなかった。外科手術による合併症やインプラン
トに関する問題もほとんど見られなかった。Olmeda氏は、セラミック製
バイポーラ型システム（BIOLOXⓇ DUO）を使用することにより、THAを
10年以上延期することができ、また、頸部骨折の治療費用も低減すること
が出来る、と結論付けている。

セラミックインサートを事前に取り付けたカップシステムの最初の固定

　Jim Holland氏（英国）は、セラミック製インサート＊を事前に取り付け
たカップに関する実験室試験について報告した。このデザインを利用する
と、外科医は比較的薄いカップを使用することができ、それによって、比
較的外側の寸法が小さいにもかかわらず大きな内径を得ることができる。
ベアリング・カップルからメタル・カップに伝わる摩擦関連のねじれ率に
ついて、実験室で調べられた。様々なサイズの大腿骨ボールヘッドを使用
したり、様々な荷重にさらしたりした実験モデルのねじれ率は、MoM対照
ベアリングのねじれ率の約１／３であった。
＊DeltaMotionⓇ System, Finsbury Orthopaedics

セラミック製大腿骨部品を利用した膝関節システムの結果に関する２つの
センターの研究

　Rainer Bader氏（ドイツ）は、セラミック製大腿骨部品*で治療を受け
た40人（女性24人、男性16人）の膝関節THA患者に関して、２つの大学
病院で行なわれた前向き研究の臨床及び放射線上の中間結果を発表した。
患者の平均年齢は67.6±5.7（52 ～ 75）歳であった。12～24ヶ月間に
渡る追跡調査では、インプラント関連の合併症は見られなかった。スコア
（HSS、WOMAC、SF－36）では、かなりの改善が見られた。移動、骨溶解、
あるいはインプラントの弛みといった症例は観察されなかった。これに関
して、Luca Giorgini氏（イタリア）は、まもなく、セラミック部品を用いて、
摺動面に異物が迷入した際に生じる摩耗：third body wearに関するテス
トを外部の実験室で実施する予定であると発表し、さらに議論を展開した。
Giorgini氏は、セラミック部品はCoCr部品よりも優れた耐久性を示すだろ
うと指摘した。
＊Multigen Plus total knee system, Lima Lto, San Daniele, Italy

この号上で使用されている頭字語：

ALVAL＝無菌（A）リンパ球（L）血管炎に関連した（VA）

　　　　機能（組織）障害（L）

CoC＝セラミック（C）・オン（o）・セラミック（C）

CoM＝セラミック（C）・オン（o）・メタル（M）

CoP=セラミック（C）・オン（o）・ポリエチレン（P）

HR＝股関節（H）表面置換術（R）

HRA＝表面置換型（R）股関節（H）形成術（A）

MARS MRI Scan＝ 金属人工物（MA）縮小（R）シーケンス（S）
磁気共鳴影像法による（MRI）断層撮影（Scan）

MoP＝メタル（M）・オン（o）・ポリエチレン（P）

MoM＝メタル（M）・オン（o）・メタル（M）

PT＝偽（P）腫瘍（T）

ROM＝可動（M）域（R）

THA＝人工股関節（H）全（T）置換術（A）

UHMWPE＝超高（UH）分子重（MW）ポリエチレン（PE）

QCT Scan＝定量的（Q）コンピューター（CT）断層撮影（Scan）

XPE＝架橋（X）ポリエチレン（PE）

草場敦（MD）、Raghu Raman（MD）、Gerald Pflüger（MD）、Francesco 
Benazzo（MD）、J.Wesley Mesko（MD）が活発な議論を交わす。



基礎科学

　Sherman氏（米国）らは、85歳の男性患者におけるMoP THAの致命
的損傷について報告した。金属の大腿ボールヘッド部が完全にポリエチレ
ン・インサートと金属シェルの両方を突き抜け、その結果、広範な金属症
と部品の弛みが起こった。患者は、今回の診断を受ける約18年前にTHA
を受けている。術後は経過診察を受けていない。著者らは、骨溶解と金属
粉が約10～12cmにわたり、大腿近位部に広がっていたと報告した。
　著者らは、このようなまれな合併症を認識することにより、臨床転帰が
変わるだろうと結論づけている。また、本報告書の事例のような人工器官
周辺の破損を引き起こすかもしれない制限付き整復を行い、その結果、さ
らに関連する病状について追加的手術介入が必要になるかもしれない事態
を防ぐためには、本事例のような症状を認識することが重要ではないかと
説明している。

Sherman RA, Damron TA. Penetration of a Metallic Femoral Head Through the 
Acetabular Shell. J Arthroplasty 24（7）；2009：1143e7－1143.e10   
    
　Fokter氏（スロベニア）らは、MoP THAによって生じた摩耗粉を含む
嚢胞の塊が原因で、骨盤内で大腿神経圧迫症が起こった事例を紹介した。
患者は58歳の男性患者で、セメントレスMoP THA（32mmのステンレス
スチール製大腿ボールヘッド）を受けた13年後に、大腿部の移植片周辺に
痛み、無力感、およびしびれを発現した。ポリエチレン（PE）・インサー
トが破損し、カップの関節表面が損傷していた。単純X線写真は重度の摩
耗を示していた。また、骨盤内のCTスキャンでは、骨盤内に大きな嚢胞
の塊（13cm）が見つかった。また、壊死片と大量の異物肉芽組織が見つ
かった。80mlの混濁し、灰色がかった緑色の流体。嚢胞を除去したときに、
寛骨臼の中間部の壁面に傷が認められた。著者らは、擬似被膜を切開して
すぐに、混濁した黒い大きな塊がいくつか人工関節のネック周辺にあるこ
とを認めた。
　著者らは、追跡調査においてレントゲン写真でPE摩耗と骨溶解の徴候を
確認すると共に、神経障害の徴候についても慎重に見極めることを提案し
ている。

Fokter SK, Fokter AR, Takač I. Case Report：Femoral Neuropathy Secondary to Total 
Hip Arthroplasty Wear Debris. Clin Orthop Rel Res 467（11）；2009：3032－3035  
  
　Lin氏（シンガポール）らは、初回THAを受けた20年後に大きな骨盤内
腫瘤を発現した75歳の男性患者の事例について報告した。患者は、６ヶ月
間、左股関節に痛みがあり、また左足が右足より７cm短くなっていたが、
これらは左腸骨窩の腫瘤に関連する症状であった。骨盤腔のCTスキャン
により、左腸骨窩に、約8.5×9.5×10cmの大きな流体の塊のあることが
わかった。また、この骨盤腫瘤は、寛骨臼カップの無菌性弛みと関連があっ
た。試験片を組織学検査したところ、慢性炎症と組織球反応が認められた。
また、重篤な骨溶解が寛骨臼全体に認められるとともに、ポリエチレン・
カップの弛みもあった。股関節再置換術の1年後、骨盤の腫瘤は認められ
なくなり、脚長差も２cmまで減少した。

Lin KHB, Lo NN. Failure of Polyethylene in Total Hip Arthroplasty Presenting as a 
Pelvic Mass. J Arthroplasty 24（7）；2009：1144e.13－1144.e15

　このほかにも、股関節全体に弛みがあり、溶骨
性腫瘤が骨盤下腹部や鼠径部、あるいは大腿部内
部といった場所にまで発現した患者についての
報告書がある。詳しい情報は、下記のボックス内
を参照のこと。

詳細情報

メタル・オン・ポリエチレン股関節全置換後に摩耗
粉の影響で起こった溶骨性に関連する「ポリエチレ
ン嚢腫」などの合併症
メタル・オン・ポリエチレンのベアリングを使った股関節全置換術（MoP 
THA）後の摩耗、およびそれによる骨溶解は、異常な結果をもたらしたり、さ
まざまな様相を呈したりすることがある。ここに挙げた研究は、骨盤内の嚢胞
の塊や大腿神経障害に関する珍しい症状について報告している。

65歳の男性患者が右股関節の不安定さと中程度の不快
感を訴えた。この患者はセメントMoPE THAを３年
前に受けていた。診断の結果、インピンジメント、重
度のポリエチレン摩耗、および骨溶解の徴候が認めら
れた。
出典：セラムテック株式会社



セラミック製品の臨床結果
セメントレスのセラミック・オン・ポリエチレンTHAの長期結果
　Suckel氏（ドイツ）らは、303名の患者に行った320例の継続的セメン
トレスCoP THA、および15（15～ 17）年にわたる追跡調査の長期結果
について報告した。どの事例でも、同じ人工器官システムと32mmのセラ
ミック大腿ボールヘッドが使用された。手術時の患者の平均年齢は67歳（29
～ 99歳）であった。97例の股関節は臨床検査と放射線検査、４例の股関節
は電話による聞き取りと放射線検査、49例の股関節は電話による追跡調査
を行うことができた。
　HHSの平均値は88点であった。17年後のカップ／インサートのサバイ
バルレート（カプラン・マイヤー法）は98%、ステム／大腿部ボールヘッ
ドのサバイバルレートも98%であった。無菌性の弛み率は、カップが２%、
ステムが１%であった。
Suckel A, Geiger F, Kinzl L, Wülker N, Garbrecht M. Long-term Results for the 
Uncemented Zweymüller/Alloclassic Hip Endoprosthesis. A 15－Year Minimum Follow-
Up of 320 Hip Operations. J Arthroplasty 24（6）；2009：846－853   
 
　Aldinger氏（ドイツ）らは、1985年１月から1989年12月までの間に
セメントレスCoP THA（BIOLOXⓇ, 32mm）を受けた326名の患者（354
例の股関節）の臨床結果と放射線結果をレトロスペクティブに評価した。
手術時の患者の平均年齢は57歳（13～81歳）であった。追跡調査の平均
年数は17年（15～20年）であった。87名の患者（89例の股関節）が死亡、
８名の患者（８例の股関節）が追跡不能となり、最終的に、240名の患者（257
例の股関節）が評価対象となった。HHSの平均値は80点であった。カプラ
ン・マイヤー分析法が使用された。理由に関わらず、再置換をエンドポイ
ントとしたステムのサバイバルレートは17年後で88%（84～92）であっ
た。骨溶解は主にPEの摩耗度に依存している。著者らの研究では、無菌性
の弛みの場合は、ステムの再置換率が低かった。17年後、20年後のサバ
イバルレートはどちらも94%（91%～97）であった。
Aldinger PR, Jung AW, Breusch SJ, Ewerbeck V, Parsch D. Survival of the Cementless 
Spotorno® Stem in the Second Decade. Clin Orthop Rel Res 467（9）；2009：2297－2304

活動性の高い若年患者に対するセメントレス・セラミックオンセラ
ミックTHAの中・長期的結果
　Aldrian氏（オーストリア）らは、106名の患者に107例の一連のセメン
トレスCoC（BIOLOXⓇ forte）THAと平均7.6年（7.1～8.3年）の追跡調
査を行い、臨床結果とＸ線学的結果が良好であったことを報告した。THA
には28mmのセラミック大腿骨ボールヘッドを使用した。手術時の患者の
平均年齢は64.6±11.7歳（21～88歳）であった。HHSの平均値は90.4＋ 
11.1（84.7－99.2）点であった。
　Ｘ線学的評価では、骨溶解、弛み、骨盤内突出の徴候は全く見られなかっ
た。著者らは、インプラントのポジショニング、デザイン、取り扱いに関
するセラミック股関節インプラントの基準を考慮すれば、CoCベアリング
を使用することで再置換率を下げることができ、活動性の高い若年患者の
無菌性の弛み率も下げることもできるだろうと結論づけた。
Aldrian S, Nau T, Gillesberger F, Petras N, Ehall R. Medium-term analysis of modern 
ceramic-on-ceramic bearing in THA. Hip International 2009；19（1）：36－40  
  
　Kim氏（韓国）らは大腿骨頭壊死の45歳以下の患者64名（93例の股関節）
について、93例の一連の初回セメントレスCoC（BIOLOXⓇ forte）THA
を評価した。THAには28mmのセラミック大腿骨ボールヘッドを使用した。
患者は55名の男性患者（84例の股関節）と９名の女性患者（９例の股関節）、
手術時の患者の平均年齢は、38.2歳（24～45歳）であった。平均追跡年
数は11.1年（10～13年）であった。
　HHSの平均値は、手術前の52.9点（22～58点）から、最終追跡時には
96.1点（85～100点）にまで向上した。無菌性弛みを起こしたり再置換
が必要になったりした股関節はなかった。Ｘ線およびコンピュータ断層撮
影（CT）スキャン像上、寛骨臼または大腿部の骨溶解は、全く認められな
かった。無菌性弛みをエンドポイントとするサバイバルレートは11.1年後
で100%であった。
Kim YH, Choi Y, Kim JS. Cementless total hip arthroplasty with ceramic-on-ceramic 
bearing in patients younger than 45 years with femoral-head osteonecrosis. 
International Orthopaedics, published online on 26 Sept. 2009

メタルオンメタルのベアリ
ング表面：最新の研究結果
これまでに、MoMベアリングカップル
の移植を受けた患者の術後長期にわたる
血清中イオン濃度のデータは、ほとんど
収集されていないが、次の２つは、この
話題についての研究である。

　Hartmann氏（ドイツ）らは、表面再建型
人工股関節術を受けた95名の患者、および
28mmMoMベアリングカップルTHAを行った
89名の患者について、移植後平均5.5年後の血清
中のクロム、コバルト、モリブデン濃度を分析し
た。さらにこの２つの患者群の結果と、内部補
綴のない130名の対照群患者の結果を比較した。
モリブデン濃度に関しては、どちらの患者群と
も、対照群との有意差は認められなかった。しか
し、クロムとコバルト濃度に関しては、表面再建
型人工股関節術を受けた患者および28mmMoM
ベアリングカップルTHAを行った患者とも、血
清中の高濃度が認められた。特に、表面再建型
人工股関節術を受けた患者のクロム濃度は4.81
μg/l（3.02～9.09）で、28mmMoMベアリン
グカップルTHAを行った患者の2.04μg/l（1.05
～3.33）と比べて、かなり高い濃度が認められ
た。一方、人工股関節置換術を受けていない患者
群の平均濃度は0.00μg/lであった。メタルイオ
ン濃度とカップの傾き、および患者の活動レベル
（UCLA）とBMIの間の相関関係は立証できなかっ
た。
Hartmann A, Petermann M, Krummenauer F, Günther KP, 
Witzleb WC. Medium term metal ion concentrations after 
hip resurfacing（BHR）and Metasul metal-on-metal wear 
couple. Abstract, German Congress of Orthopaedics and 
Traumatology, October 21－24, 2009   
 
　Preuss氏（ドイツ）らは、10年間のレトロス
ペクティブ研究において、58例のMoM THAを
受けた56名の患者（27名の男性患者、29名の女
性患者、年齢69±7歳）の血漿中および尿中の金
属イオン濃度（Co、Cr、Mo、Ni）を調査した。
　71±34（3～ 118）ヶ月後、６名の患者が死
亡した。悪性腫瘍または局所腫瘍で死亡した患者
はいなかった。これまでに、結腸、乳腺、前立腺、
および腎臓の悪性腫瘍があった5名の患者は、腫
瘍が消滅した。また、４名の患者は、72±32（36
～ 111）ヶ月後に、無菌性弛みのため、CoPベ
アリングカップルの再置換術を受けた。MoM 
THA初回移植術の10年後、血漿および尿中の金
属イオンは激増していた。金属イオン濃度、年齢、
性別、人工股関節の使用年数の間に、相関関係は
認められなかった。著者らは、金属イオンの高濃
度、股関節機能、術後の疼痛、生活の質の間に相
関関係がなかったということは、長期の機能結果
および摩耗監視に、高濃度の金属イオンが原因の
病原性の影響はなかったということだと考えてい
る。有害な発癌性が起こる可能性については、長
期的な分析が必要であると呼びかけている。
Preuss N, Schaser KD, Weimann A, Rauhut F. Analysis of 
ion concentrations and clinical results after primary hip 
arthroplasty with MoM wear couple: 10-year follow-up 
study. Abstract, German Congress of Orthopaedics and 
Traumatology, Berlin, October 21－24, 2009

基礎科学（続き）



臨床分析において、メタルオンメタル・ベアリングカップル
の人工股関節術を受けた患者の血漿、全血、または尿中に高
濃度の金属イオンが検出された。今のところ、赤血球中の金
属イオン濃度に関するデータはほとんどない。

　Mazoochian氏（ドイツ）らは、表面再建型人工股関節の移植術を適正
に受け、弛み、脱臼、破損、あるいは骨溶解の徴候が全くなく、股関節が
適切に機能している患者27名（男性患者18名、女性患者９名）に対し、
2003年４月から2007年７月にかけて、誘導結合プラズマ質量分析（ICP-
MS）を行い、術後６ヶ月後と12ヶ月後の、血清、尿、および赤血球中の金
属イオン濃度（Co、Cr、Mo、Ni）を分析した。患者の平均年齢は51歳で
あった。移植を行っていない平均年齢48歳の対照グループ27名の患者に
ついても、血清と赤血球中の金属イオン濃度を測定した。患者グループと
対照グループとの間には有意差が認められた。人工股関節をもつ患者グルー
プの金属イオン濃度は著しく高く、対照グループの最高３倍であった。患
者の溶出金属イオンのうち、最も多量のイオンはコバルトイオンであった。
また、血清と尿中にクロムイオンが認められた。モリブデンイオンの濃度
は血清中でのみ高かった。赤血球中には、有意なクロムイオンの蓄積は認
められなかった。
　著者らは、患者が健康であれば、これらの結果に臨床的関連性はないと
結論づけた。コバルトとモリブデンは、腎臓で除去される。クロムの除去
はゆっくりと進むため、体内に蓄積される傾向がある。腎不全があるとイ
オンの除去が妨げられるため、慢性腎不全の場合は、体内のイオン濃度が
最高100倍にまで増える可能性がある。著者らは金属イオン、特にCr6＋の
発癌性はまだ十分に解明されていないと指摘している。
Mazoochian F, Kiefl J, Michalke B, Jansson V. Measurement of metal ions in the serum, 
urine and erythrocytes in hip resurfacing patients. Abstract, German Congress of 
Orthopaedics and Traumatology, Berlin, October 21－24, 2009

Mazoochian F. Measurement of metal ions in the serum, urine and erythrocytes in hip 
resurfacing patients. Symposium on the tolerance of biomaterials in humans, Clinic for 
Dermatology and Allergology, LMU Munich, November 18, 2009   
 
　Nüchtern氏（ドイツ）らは、再置換したMoM人工股関節の周辺組織から、
新しい方法で金属粉を分離した。リンパ液が浸潤した組織には、主に50～
200nmの微細粒子が認められた。著者らは、このような粒子がアレルギー
反応を引き起こし、そのためMoM人工股関節の初期破損が起こると結論づ
けた。
Nüchtern J, Siebert K, Pflüger G, Junk-Jantsch S, Rüther W, Lohmann CH. Analysis of 
metal abrasive particles in correlation with the tissue reaction of MoM endoprostheses 
by enzymatic digestion of periprosthetic tissue. Abstract, German Congress of 
Orthopaedics and Traumatology , Berlin, October 21－24, 2009

MoM表面再建型人工股関節術の後、再
置換を受けた患者の臨床結果とＸ線学
的結果については、きわめて情報が少
ない。次の報告は、このテーマについ
ての研究である。

　Eswaramoorthy氏（英国）らは、表面再建型
股関節置換術（HR）後に問題が起こり、従来の
ステム型初回THAを受け直すことになった一連
の29の事例（28名の患者）について報告した。
追跡調査の平均年数は５年（1.7～11.7年）で
ある。HRを受けた平均年齢は50.9歳（21～65
歳）で、再置換術までの平均間隔は42ヶ月（４
～102ヶ月）であった。HRの再建率は、女性が
11%、男性が２%、患者数は20名の女性（21例
の股関節）と８名の男性（８例の股関節）であっ
た。再置換術時の平均年齢は、54.4歳（21～70
歳）であった。再置換を受ける前の徴候は、11
例が股関節の疼痛（Ｘ線像上、あきらかな破損な
し）、７例がステムのゆるみの疑い、４例がステ
ムネックの破損、２例がカップとステムの部品
のゆるみの疑い、１例が感染、および１例が鼠
径部の腫瘤であった。表面再建術時の寛骨臼部
品は10例について維持されただけで、これらの
事例では、大腿部の一部が、金属大腿ボールヘッ
ドをもつステムのインプラントで再置換された。
19例において寛骨臼部コンポーネント、および
全例において大腿部コンポーネントの再置換が
行われた。また、18例で、CoCベアリングカッ
プルが使用された。寛骨臼部品は、放射線では
弛みの徴候が見られなかったが、疼痛を呈して
いる11名の患者すべてについて、再置換が行わ
れた。著者らは、滑膜組織の組織学検査により、
異物巨細胞のリンパ液浸潤、および金属反応性
と関連のあるヘモシデリンを含んだ組織球が認
められたと説明した。また、Boardman氏ら＊は、
鼠径部に腫瘤のある患者について報告した。こ
の事例では、初回HRの4.5年後にCoC THAでイ
ンプラントが行われた。
　HRの再置換グループの結果と、年齢層が一致
する対照グループの結果との比較が行われた。著
者らは、HRの再置換グループの結果とステム初
回THAグループの結果はほとんど変わらないと
結論づけた。再々置換が必要になった患者はい
なかった。
Eswaramoorthy VK, Biant LC, Field RE. Clinical and 
radiological outcome of stemmed hip replacement after 
revision from metal-on-metal resurfacing. JBJS（Br） 
2009；91－B：1454－8
＊Boardman DR, Middleton FR, Kavanagh TG. A benign 
psoas mass following metal-on-metal resurfacing of the 
hip. J Bone Joint Surg（Br）2006；88－B：402－404



股関節置換術がもたらす患者への利益に関
する多変量評価－社会人口統計学的因子と
機能結果との関係

目的：股関節置換術がもたらす恩恵は、最近の
数々のメタ・アナリシスの発表により、論証さ
れている。コクランレビューでも、股関節症患
者の多くの実例の評価が提供されているが、大
きな効果が期待できそうな患者サブグループを
識別し、外科計画において優先するのではない
かという疑問が生じている。

方法：現在の調査は、股関節手術の患者特有要
素の結果を記録するため、2005年から始まった
長期的研究に基づいている。社会人口統計学的
因子に加え、各患者の機能上のスコア（WOMAC）
と健康に関連する生活の質のスコア（EuroQol）
を、手術前と手術の6ヶ月後に測定した。これら
のスコアの増加の度合い（％）を、手術介入に
よる患者特有利益の基準値として用いた。追跡
調査は、2007年の７月までに股関節置換術を受
けた516人の患者に対し、６ヶ月間、実施され
た。患者（女性が54％）の手術時の平均年齢は
63歳、平均体格指標（BMI）は27kg/m2（36％
が29kg/m2以上）であった。手術時は、患者の
21％が単身生活者、25％が一日のうち半日以
上、勤務をしており、21％が何らかの大学の学
位を取得していると報告した。ボランティア被
験者に関するWOMAC指標（％）の６ヶ月間の
変化と、社会人口統計学的因子を相関づけるた
め、多重ロジスティック回帰モデルが使用され
た。WOMAC指標が50％以上、上昇した場合は、
「優秀な」手術結果と定めた。また、回帰モデル
を作成して、そのモデルを手術前のWOMACと
EuroQolの相互作用に合わせて調整する尤度比
検定を行った。

結果：肥満（LR p=0.043）、および一日の中で
半日以上の勤務（p=0.028）は、WOMAC指標
の40％以上の増加に対する多変量的に有意な独
立決定要因と断定された。BMIが29kg/m2以上
の患者のうち、WOMAC指標において40％以
上の増加を示したのは33％の患者であったが、
BMIが29kg/m2未満の患者では、27％であった。
この僅かな増加の差は、勤務をしていたかどうか
にも現れた。40％以上、WOMAC指標が増加し
たのは、勤務をしていていなかった患者の31％
であったが、勤務していた患者では25％であっ

抄録

た。これまでに述べた手術前要因に加え、学歴
も、WOMAC指標（相互作用p＜0.001）の増加
との相互作用という点において、明らかな統計
的有意を示した。単科大学または総合大学の学
位を取得している患者の手術前のWOMAC恩恵
値は平均51％であったが、大学学位を持たない
患者は平均42％であった。したがって、手術後
のWOMAC恩恵値は、大学の学位を持つ患者で
は37％の増加、学位を持たない患者では43％の
増加となり、学位を持つ患者の方が、増加率が
低かった。手術時の患者の年齢（LR p=0.972）、
性別（p=0.944）、配偶者の有無（p=0.136）は、
どれもWOMAC恩恵値の増加と統計的に有意な
関係があるとはいえなかった。肥満と非雇用は、
50％以上の増加という厳しいWOMAC指標の目
標基準を満たす患者特有恩恵の独立決定要素で
あることが示された。

Krummenauer F, Witzleb WC, Günther KP. Meeting 
Abstract W142－95,ドイツ整形外科及び外傷学学会,ベルリン, 
10月21-24, 2009

 
学術的な患者トレーニングが痛みと膝関節
置換術後の患者の知識に及ぼす影響

目的：患者は、自らに提供される医療サービス
について、より多くの情報を得ることに、ます
ます強い関心を示している。患者トレーニング・
プログラムは、患者が受ける手技手順をより深く
理解する機会を患者に与えると同時に、意思決
定により深く関与するための必須条件にもなっ
ている。さらに、治療計画に関する詳細な情報
を提供することにより、患者は治療や機能回復
訓練に対して積極的に参加しやすくなる。前向
き研究において、我々は、学術的な患者トレー
ニング・プログラムが、患者の治療の満足度や
生活の質に及ぼす影響を調査した。

方法：学術的な患者トレーニング・プログラム
に参加したいかどうかにより、合計128人の患
者を２つの患者グループに分けた。このプログ
ラムでは、一方の患者グループに、膝関節症に
関する情報、様々な外科的治療法や麻酔法、手
術後の痛みの治療や理学療法に関する情報を詳
しく提供した。この後、情報を受けた患者グルー
プは、WOMACの質問票、および治療の満足度
に関する質問票に回答した。患者数は、トレーニ
ングを受けない患者（グループⅠ）が70人、トレー

社会人口統計学的因子と患者のための
トレーニングの影響

以前の「CeraNews」誌上（インタビュー２/2009）にお
いて我々は、患者特有の因子がTHAの結果に及ぼす影響につ
いて、Klaus-Peter Günther氏（ドイツ、ドレスデン）と
話をした。今回は、２つの作業グループが、更に詳しい調査
結果について報告する。



　「ヨーロッパのあらゆる専門的知識がただこ
こに集まるという事実だけで、突然EFORTの
年次総会が、整形外科学と外傷学の過去10年間
における世界で最も重要な会議の一つになりま
した。」とVienna-Speising整形外科病院の一般
整形外科部主任教授であり、2009年ウィーン
EFORT会議の議長でもあったKarl Knahr教授は
述べた。「しかし、まさにこのような豊富な情報
が提供されるがゆえに、多様的な情報を実際的、
包括的、かつタイムリーな情報、つまり、参加者
にとってできるだけ質の高い情報に変えていか
なければならないという新たな課題が示されて
いるのです。そのための新しい要素の１つが、マ
ドリッド会議で初めて行われるトライボロジー・
デーです。１日の内に、１ヶ所のホールで、人
工器官の摩耗に関する包括的な専門知識が、あ
らゆる医療関係のために結集されます。その知
識は、最新の、しかし、未完成の開発状況に関
するものです。」

　実際、低侵襲性手術が近年、めざましく進展し、
（再手術の必要性を減らすことにより）患者と保
険会社に利益をもたらす更なる改善への鍵を握
るのは、特に、素材の開発である。しかし、飛
躍的発明はいまだ立証されたり、十分に実証さ
れたりしていないにもかかわらず、多くの約束
や期待が誇らしげに広言されている。

　「例えば、我々は、産業界が出来るだけ大きな
関節のボールヘッドを供給してくれることを望
んでいますが、従来の小さなボールヘッドより大
きなボールヘッドの方が本当に摩耗しにくいの
かどうかという研究は、まだ行われていません。」
とKnahr教授は残念がる。「同様に、メタルとセ
ラミックの組み合わせが本当に良い選択肢なの
かどうかについても、よくわかっていません。
また、ソケット表面に高分子ポリエチレンを使
用すると、摩耗が起こらないということが当初、
期待されていましたが、結局は、そうでもない
ことが判明しました。ビタミンEで処理したポリ
エチレン表面に関する長期データも未だ存在し
ていません。このように新しい素材が次々に作
られること自体が、最善の解決策が未だ見つかっ
ていないということを如実に示しています。」

　「今年の６月にマドリッドで開催されるEFORT
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ニングを受ける患者（グループⅡ）が58人であっ
た。また、グループⅠの患者の平均年齢は69歳
（46～85歳）、グループⅡの患者の平均年齢は70
歳（53～80歳）であった。女性はグループⅠの
患者の54％、グループⅡの患者の59％であった。

結果：どちらの患者グループも、患者特有の生
活の質において、有意なWOMACスコアの増加
を示した。手術前の障害の程度は、トレーニン
グを受けた患者グループ（46％）の方が、トレー
ニングを受けなかった患者グループ（44％）よ
りも、幾分軽微であった。３ヶ月間で、トレー
ニングを受けた患者のWOMACの平均スコアは、
83％まで増加し、トレーニングを受けなかった
患者は82％まで増加した。手術の３ヶ月後、ト
レーニングを受けたグループの方が痛みの発生
率は低かった。平坦な土地を歩く時に痛みを感
じないと報告した患者は、トレーニングを受け
たグループでは67％であったのに対し、トレー
ニングを受けなかったグループでは60％であっ
た。また、階段を登る時に痛みを感じないと報告
した患者は、トレーニングを受けたグループで
は32％であったのに対し、トレーニングを受け
なかったグループでは21％であった。手術後に
WOMACスコアが低くなった患者はすべて、ト
レーニングを受けなかった患者であった。この
トレーニング・プログラムは、機能回復訓練の
データや外科医との面談で示されたように、治
療に関する患者の一般知識を高めるのに効果的
であった。トレーニングを受けた患者グループ
の知識が増えたことに関連して、手術後のX線の
説明や患者が直接問いかけた質問に対する外科
医の返答という点では、患者の満足度が低くなっ
た。患者の知識は、学術的な患者トレーニング・
プログラムという枠組みの中で、好ましい影響
を受けると考えられる。生活の質のデータによっ
ても、トレーニングを受けた患者がトレーニン
グによって恩恵を受けたことが示された。関連
する問題について、より深く理解している患者
ほど、手術後のケアや診察という面で、より高
い期待を抱きがちである。このような患者の不
満を、今後のアクションにつなげていく必要が
ある。
 
Kirschner S, Meier V, Voigt H, Lützner J, Günther KP. 
Meeting Abstract W142－1271, ドイツ整形外科及び外傷学
学会,　ベルリン, 10月21－24, 2009

トライボロジー・デイ
トライボロジーとその臨床的側面は、
関節形成術にとって今なお重要な論
点の一つである。欧州整形外科学会
（EFORT）は、今後、学会を開くたび
に「トライボロジー・デー」を設ける
ことを決定した。このような日を設け
ることにより、トップクラスの専門家
達が、より集中的に、トライボロジー
分野の包括的な議論を交わすようにな
る。EFORTの科学委員会が出した声明
を次に紹介する（EFORTの好意により
再録）。



今後開催されるイベント

会議のトライボロジー・デーでは、経験豊かな
専門家だけでなく、いわゆる『ビギナー』専門
家のためにも、何よりもまず、現在の状況、お
よび最新の開発状況を振り返り、明確に提示す
べきです。」とknahr教授は述べる。

　トライボロジー・デーでは、まず、研修中の
医師―特に、ヨーロッパ医療専門家試験をこれ
から受験しようと思っている医師―のため、最
新の専門知識に関する包括的概要について、優
れた基礎的講義を２つ提供する。１つは、ハン
ブルク大学生物力学研究所長であり、工学科学
の教授でもあるMichael Morlock教授の生物力
学の概論、もう１つは、Leeds大学の副学長代理
であり、その他にも医療・生物工学研究所長で
あり、教授でもあるJohn Fisher教授による人工
股関節の摩耗問題に関連した詳細な分析である。

　午前中のセッションの後半は自由講義に充て
られている。「午後にも同様に、目玉となるハ
イライトが２つ用意されています。」とKnahr
教授は期待する。「１つは、材料科学者である
Christina Doyle博士が主催するトライボロジー
のシンポジウムで、実践的な基礎研究に主眼を
置いたものです。Doyle博士は、Exeter大学工学
部、およびSurrey材料科学研究所の客員教授な
どを務めています。もう１つは、産業界の著名
な代表者達が、メタルーメタル、セラミックーメ
タル、メタルーセラミック、およびポリエチレンー
メタル・セラミックの組み合わせにおけるそれ
ぞれの開発状況を説明するもので、彼らは喜ん
で紹介する用意があることを既に表明していま
す。」

　トライボロジー・デーの最後は、朝の３分プ
レゼンテーションよりも更に広い範囲に及ぶ非
常に興味深い様々な講義で締めくくられる。例
えば、２人の専門家がまず、自分たちの専門分
野について討論し、その後、一般聴衆も交えて
公開討論を行ったりする。Knahr教授は「トライ
ボロジー・デーでは、非常に刺激的な気持ちを
持ちながらも、しっかりと根拠のある結論を得
ることができると期待できます。」と述べている。
 

EFORTに関する更に詳しい情報に関しては 
www.efort..org/madrid2010
を参照

イベント（続き）

■ 2010年８月４日～７日 
Western Orthopaedic Association （WOA）  
Monterey, CA, アメリカ

■ 2010年８月13日～14日 
2010 Combined 4thAsian Arthroplasty 
Association [AAA] Meeting, 5th Hip & 
Knee and Sports Medicine Meeting and 
12th Thai Hip & Knee Society Meeting
Phuket, タイ 

■ 2010年８月31日～９月３日 
SICOT/SIROT & SOF 
Gothenburg, スウェーデン 

■ 2010年９月９日～９月11日 
Domestic Meeting of the European Hip 
Society （EHS） 
Athene, ギリシャ 

■ 2010年９月12日～17日 
12th Meeting of the Combined 
Orthopaedic Associations 
Glasgow, イギリス 

■ 2010年９月23日～25日 
Congresso Brasileiro de Quadril 
San Paulo, ブラジル

■ 2010年10月６日～９日 
The 23rd Annual Congress - 
International Society for Technology in 
Arthroplasty （ISTA） 
Dubai, アラブ首長国連邦 

■ 2010年10月８日～９日 
中部日本整形外科災害外科学会 
大阪, 日本

■ 2010年10月10日～14日 
AOA Annual Scientific Meeting 
Adelaide, オーストラリア 

■ 2010年10月14日～15日
日本整形外科学会基礎学術集会 
京都, 日本 

■ 2010年10月14日～16日
第53回韓国整形外科学術集会秋季大会 
ソウル, 韓国 

■ 2010年10月16日～20日
国際整形外科学術集会 
京都, 日本 

■ 2010年10月26日～29日
German Congress of Orthopaedics and 
Trauma Surgery （DKOU） 
Berlin, ドイツ 
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のフォームに必要事項をご記入いただき、FAXで弊社京都オフィスまでご送信くださいます
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 Proceedingsの送付を希望する。
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