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読者の皆様へ
股関節置換術の適応は若年層にまで拡大し
つつあり、また平均余命の増加に伴い、股関
節再置換術の数は増加の一途を辿っていま
す。更に再・再置換術の数も増加しています。
今日人工股関節置換術は広く一般に普及し
ている一方で、再置換術－重度の骨欠損を伴
う症例では特に－は未だに整形外科医にとっ
て未だに高度なテクニックを要するものであ
るといえます。再置換術は避けられるべきで
あるという戒めは、引き続き最優先事項であ
るのです。
無菌性のゆるみは依然として、成績不良や
再置換術の最多の原因になっています。人工
関節周囲の、摩耗に関連した骨溶解（オステ
オライシス）は、人工股関節の長期耐用性を
制限する要因になっていますが、セラミック
製コンポーネントを装備した摩耗に耐えうる
ベアリング・カップルを使用することによっ
て、このリスクを回避することがしばしば可
能になります。このことはまた、股関節再置
換術にもあてはまります。
平均余命が全体的に延びていることや若年
層の患者数が増加していることを踏まえれ
ば、再置換術後の股関節インプラントもまた、
長期に渡る耐久性を可能にしなければなりま
せん。世界中で毎年のように、およそ140万
件もの股関節置換術が施されているという事
実を考慮すれば、医学的・経済的見地からも
多大なる意義と重要性が存在することは明
らかです。Walter 博士、Zagra博士そして
Thorey博士等が述べた「セラミック製品は股
関節再置換術にとってもまた、最も適切な選
択である」という言葉は、簡潔に核心を衝い
ていると言えるでしょう。
敬具
Heinrich Wecker
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William L. Walter博士は、王立オーストラリア外科医養成大学
のスタッフで、オーストラリア整形外科学会（AOA）やオース
トラリア関節形成術学会の会員でもある。博士はまた、アメリカ
股関節＆膝関節外科医会の当時の会長であったWilliam Hozak
氏によって協会員として迎え入れられた、協会内で唯二人のオー
ストラリア人会員のうちの一人でもある。博士は、ノートルダム
大学の准教授の任に就いており、自身の傑出した研究によって
高い評価を受け、数多くの出版物上ーたとえばJ. Arthroplasty
やJBJSに掲載されている。博士は、同国（オーストラリア）内
で最も経験豊かな整形外科医の一人である父親のWilliam K.
Walter氏と共に、南半球最大規模の関節置換術病院の一つであ
るSydney&the Mater病院の整形外科専門医グループの一員と
して勤務している。

博士の国（オーストラリア）における関節置換術に関
する全般的な状況を教えて下さい。
人口2200万人のうち、2008年度には33,800件の
股関節置換術と40,600件の膝関節置換術が施されま
した。膝関節置換術の件数は股関節置換術の件数を上
回る速度で増加しています。股関節置換術においては、
より大きな直径のベアリングを使用するという、明ら
かな傾向がみられます。
10年前には大多数（のベアリングの直径）は28ミリ
メートルでしたが、今日では、ほとんど全てのベアリ
ング（の直径）がそれよりも大きくなっています。ま
たセメントレスの置換術が増加している傾向にありま
す。股関節再置換術のうちのおよそ85％が、骨溶解（オ
ステオライシス）のために施されています。セラミッ
ク製コンポーネントの使用ということになると、オー
ストラリアは米国よりもヨーロッパにより近いと言え
るでしょう。
最近議論になっている話題について教えてください。
我々は最近、メタル・オン・メタルに関して多く論
じ合っています。それが今のところは最新の論題だと
言えるでしょう。確かに多くの外科医達がメタル・オ
ン・メタルの股関節表面置換術で良い結果を得ている
一方で、金属の摩耗粉に対する周囲の組織反応がみら
れる、と報じている外科医もいます。２，３年前には
ノイズが発生することが論題でしたが、もはや誰もそ
のことには関心を抱いていないようにみえます。我々
にとってそのことが臨床上の重大問題であったことは
決してありません。我々のグループは、既に4,000件
以上のセラミック・オン・セラミック・ベアリングの
インプラント手術を施してきました。我々は股関節か
らノイズが発生する患者が70人いることを確認しまし
た。彼等はほとんどの場合、満足度において高いスコ
アを示しているだけでなく、平均かあるいはそれ以上
に良いハリス・ヒップ・スコアをも示し、より高い可
動域を持っている、より活動的な若年層の患者です。
通常、ノイズの発生はまれであり彼等の生活に重大な
影響を与えることはありません。ノイズが原因で我々
が再置換術を施した患者は、唯一人だけです。
博士の御一家は伝統的に関節置換術を専門にされていま
すが、この伝統はいつ始まったのでしょうか？
私の父は1970年代初期に、人工関節のインプラント
手術を施し始めました。我々は、私の父が生涯で、恐
らく約10,000件の関節置換術を施してきた、と推定し
ています。1990年には、父にBernard Zicat博士が合

めの検査・試験の一部としてエッジ・ローディングを
含んでいます。
国のレジストリー（記録簿）があるにもかかわらず、
何故博士は御自身のデータ収集を継続なさるのです
か？
レジストリーは、インプラントのタイプと、それが
再置換されたかどうかのみを示しています。我々の強
みは、例えば、Ｘ線写真上で明らかになったことと、
臨床結果や回収インプラントの分析結果との相互関係
を示すことによって、より複雑な結論を引き出すこと
が出来る、ということです。

William L. Walter医学博士
流し、2000年には私も医療に参加するようになりまし
た。Zicat博士は、過去にさかのぼって、1988年から
の全てのデータを記録し始めました。現在までのとこ
ろ、我々のデータベースは、約7,000件の股関節置換術
と約1,800件の膝関節置換術の情報を保管しています。

レジストリーは、成績不良例が長期に連続して発生す
るのを防ぐ手助けになりえますか？
レジストリーは確かに、初期段階におけるインプラ
ントの不具合を示すことは出来るでしょうが、我々は、
レジストリーをどのように使用するかについては用心
深く慎重でなければなりません。レジストリーは患者
に関する詳細な情報をそれほど多くは記録していませ
んし、外科医に関するどのような詳細な情報も明らか
にはしていません。レジストリーが記録していない相
当数の要因が、手術の結果に大きな影響を与えるので
す。当惑させるような結果になるかもしれない要因が
存在するかもしれない時、レジストリーをインプラン
トの性能を評価するために使用することは危険を伴う
と思います。

整形外科専門医が最初にセラミックベアリングの臨床使
用を開始した実際の時期を教えてください。
最初のセラミック製ベアリングは、1997年７月に使
どのデータを、博士は収集・蓄積されているのですか？
我々は自分たちが執刀した手術に関して、一貫して 用されました。我々は今までに、4,500件のセラミック・
詳細な記録をとっています。我々は、患者が臨床診断 オン・セラミックの人工股関節手術を施しました。我々
のために記入するデータ収集のための用紙から、通常 は、最短でも10年間の追跡調査を行なってきた300人
の臨床スコアを算出します。我々は、６ヶ月、２年、 の患者群のデータを公表するために提出しましたし、
５年そして10年という異なる期間を経て、手術前・手 更に700人の患者に関する10年間のデータを収集して
術後の臨床データを収集しているのですが、データベー いるところですので、我々の最初の1000人の患者に関
ス上での患者の最長追跡期間は今や20年に至っていま する10年間のデータを、まもなく近いうちに得られる
す。我々はまた、外科的アプローチや問題点を含む、 ことになるでしょう。
手術自体に関する情報のみならず、使用インプラント
のタイプに関する手術上の情報をも収集しています。
「私の父は、
骨溶解（オステオライシス）の問題を避けるために、
我々は、スコアリング・システムに基づいてスコア
1997年にセラミック・オン・セラミックのベアリングを使い
が算出されている全てのX線写真を保管しています。
始めました。それによって再置換術の理由であった骨溶解をほ
我々はまた、回収されたインプラントも収集していま
す。これにより、我々が成功した関節置換術を分析で
とんど完全に排除することが出来たので、セラミック・オン・
きたので、そのデータを研究に活用してきました。
セラミック・ベアリングの使用は、父がそれまでに下した最良
私はまた、股関節シミュレーターの動きと股関節置
の決断のうちの一つとなりました。
」
換術の体内環境との間の相違点を調査・研究した私の
博士論文のためにも、このデータベースを利用しまし
博士のクリニックに何故セラミックが導入されたので
た。
しょうか？
1990年代には、ポリエチレンの摩耗粉によって引
その相違点について教えて頂けませんか？
私が発見した最も興味深いことは、セラミック・オ き起こされた骨溶解が、再置換術の主要な原因でした。
ン・セラミック・ベアリングにおける摩耗は、普通は セラミックの摩耗率は低いように思われたので、私の
歩行動作とは無関係であるということでした。歩行動 父は、骨溶解の問題を避けるために、1997年にセラミッ
作の模擬実験をする股関節シミュレーターは、正確な ク・オン・セラミックのベアリングを使い始めました。
動作をテストしてはいないのです。セラミック・オン・ それによって再置換術の理由であった骨溶解をほとん
セラミック・ベアリングの摩耗率は非常に低く、普通 ど完全に排除することが出来たので、それ（セラミッ
は（摩耗が）少なすぎて測定することが出来ないのです。 ク・オン・セラミック・ベアリングの使用）は、父が
測定するのに十分な程の摩耗が存在する時は、縁の部 それまでに下した最良の決断のうちの一つとなりまし
分に荷重がかかっていること（エッジ・ローディング） た。
が原因です。回収されたインプラントの中の約85％に
エッジ・ローディングがみられ、椅子から立ち上がっ 博士は、御自身のクリニックでベアリング・カップルを選択
たりあるいは階段を登ったりする時に起こるのは、最 するためのアルゴリズムを御持ちでしょうか？
私は、重大な身体的障害の無い68歳未満の患者に
も一般的には、後部のエッジ・ローディングです。歩
行動作を行なっている間に起こる前部上方のエッジ・ は、股関節表面置換術を施します。私の患者のうちの
ローディングは、回収されたインプラントにみられる 約25％が表面置換術に適しています。これらの患者に
エッジ・ローディングのうちの３分の１以下にしかす は、言うまでもなくメタル・オン・メタルのベアリン
ぎません。股関節シミュレーターは私が博士論文を書 グを使用し、それ以外の全ての患者には、セラミック・
いて以来改良され、現在では、股関節ベアリングのた オン・セラミック（のベアリング）を使用します。
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インタビュー（続き）
オーストラリアでは、どのベアリング・カップルが最も一般的に使用されるのでしょ
うか？
メタル・オン・ポリエチレンは、占有率（シェア）が過去10年の間に65％から
50％を僅かに超えたところまで減少してきているとはいうものの、今もなお最もよ
く使用されています。メタル・オン・メタルの人気も高まりをみせ、2007年にはそ
の頂点に達しましたが、それ以来シェアはかなり落ち込みました。セラミック・オ
ン・セラミック・ベアリングのシェアは10年前に増加し、長期間安定した値を維持
していたものの、ノイズ論議が原因で２，３年前僅かに落ち込みましたが、現在およ
そ20％のシェアを占めて再び増加しています。セラミック・オン・ポリエチレンは
約10％のシェアを占めています。

「セラミック製の人工股関節は、ほとんどの場合、反復性脱臼や人工
関節周囲骨折、あるいはベアリングとは無関係の他の何等かの問題
のような、偶発的問題のために再置換術が施されます。ポリエチレ
ン製のベアリングは、普通の場合、骨溶解（オステオライシス）が
原因で再置換されます。メタル・オン・メタルの場合は、摩耗片の
みならず偶発的理由とも関係しています。
」

CoCベアリング・カップル：シェルと一体化した
BIOLOXⓇdeltaライナーと同ヘッド（BIOLOXⓇOPTION system）１

改善されるべき点はまだ何かありますか？
発症を抑えねばならない合併症が、まだ僅かにあり
ます。（術後の）最初の10年間に、脱臼やその他の合
併症等のトラブルが発生して、うまくいかないリスク
博士は、セラミックライナーがシェルと一体化した新しいカップを2008年の12月
が１～２％あります。結局はいつも同じ三つの点につ
以来使用されていますが、どのような経験をしてこられましたか？
きるのです。：即ち、患者に合った適切な処置を選択す
我々は大抵の場合、セラミックを使用しますが、それはセラミックの摩耗率が最
ること、手術を専門的に執り行い終えることー我々は
も低く、且つ摩耗片が最も良性だからです。セラミックライナーと一体化したカッ
まだ、手術技量を改善し得る僅かな余地をみいだして
プにより、我々がより大きな直径のベアリングを使用することが可能になります。
いる段階ですーそして適切なインプラントと素材を選
我々は既に、これらのカップを300人以上の患者に使用し、手術後少なくとも６ヶ
択することです。これらの面の全てにおいて、教育は
月が経過した200人の患者群の追跡調査を行いました。我々は最初このカップを20
重要な役割を果たします。
人の患者に使用して、その結果がどのようになるかみてみようと考えていたのです
が、我々にとって非常に満足のいく結果がでたので、ずっとやり続けました。それ
は良い決断になりました。我々の患者のうち、かなり年配の婦人に、転倒後の脱臼
「セラミック・オン・セラミックは、再置
がみられました。他の二人の患者―ひとりは大転子部の骨折のために、もうひとり
換術にとってもまた、最良の選択です。」
は転倒による人工関節周囲大腿骨の骨折のために、再手術を受けなければなりませ
んでした。ベアリングに関係した再置換術や、カップのゆるみあるいは移動等は見
博士は股関節再置換術の際に、
受けられませんでした。このカップには、大きなメリットが二つあります。より大
どのベアリングを使用されているのですか？
きな直径は股関節をより安定させるという点と、カップと挿入物（インサート＝ラ
カップシェルが抜去できないためにポリエチレン・
イナー）は工場で組み立てられるので、ライナー・シェル間の問題がないという点
ライナーを使用せねばならない場合が僅かですがあり
です。セラミック製の人工股関節は、ほとんどの場合、反復性脱臼や人工関節周囲
ます。もし我々が、カップは強固に固定され、周囲の
骨折、あるいはベアリングとは無関係の他の何等かの問題のような、偶発的問題の
骨が脆弱であることがわかっている場合、新しいポリ
ために再置換術が施されます。ポリエチレン製のベアリングは、通常の場合、骨溶
エチレン・ライナーを固定されたシェルにセメント固
解が原因で再置換されます。メタル・オン・メタルの場合は、摩耗片のみならず偶
定する方が賢明かもしれません。しかし我々は普通、
発的理由とも関係しています。
セラミック・オン・セラミック・ベアリングと一緒に
セメントレス・カップを使用します。我々はしばしば、
脱臼率の低さを維持するために、博士はどのようなことをされているのでしょうか？
強固に固定された大腿骨コンポーネントとゆるんだ臼
それは主として手術の技量（テクニック）の問題だと思います。最も重要な二点
カップという組み合わせに直面します。大腿骨コンポー
は、軟部組織のバランスを保たせることと、後方脱臼の誘因となる前方のインピン
ネントは元来、メタルヘッド用であったかもしれませ
ジメントを避けることです。我々はまた、軟部組織の修復にも大変注意を払ってい
ん。ですが、スリーブを使って、セラミックをステム
て、そのための独特なテクニックも編み出してきました。最後にひとつ大事なことは、
に装着することで良好な結果を得た症例が数百件あり
我々はまた、より大きな直径のベアリングを使用しているということです。
ました。２
従来のBIOLOXⓇforteを使用した場合では、これら
博士は人工股関節再置換術において御自身が経験されたことを、どのように要約さ
の症例におけるボ－ルヘッドの破損率は１％でした。
れますか？ 重大点を挙げて頂けませんか？
BIOLOXⓇdeltaの素材を用いた、新 BIOLOXⓇOPTION
10年前には、セメントで固定した大腿骨コンポーネントがゆるんでいる（ゆるん
再置換術システムを我々が導入して以来、破損例は１
できた）ために再置換術を施さなければならない例が沢山ありました。それ以来、
例もありません。いずれにせよ、他の選択肢は大腿骨
セメントで固定した大腿骨コンポーネントがゆるんでくるというケースは激減
コンポーネントを取り除く手術ですが、大腿骨々折の
し、今では滅多にみられません。我々は依然として骨溶解が原因の再置換術を執
可能性が100％あります。また別の選択肢としては、
り行ってはいますが、ベアリングにポリエチレンを使用することを10年前にやめ
メタル・オン・ポリエチレンの使用も考えられますが、
たため再置換術の件数は減ってきています。我々は時折、人工関節周囲骨折が原
この方法を選択後、骨溶解が再発した患者の例もあり
因で再置換術を施します。過去10年間の我々のエクスプラントのコレクションを
ます。骨溶解が原因で再置換術を施す際には、別のポ
調べた結果、摩耗が原因で再置換されたポリエチレン・ライナーが多数ありまし
リエチレン・ライナーをインプラントするよりも、セ
た。
ラミック・オン・セラミックを使用する方が遥かに賢
我々は約100個のセラミック・オン・セラミック・ベアリングーその大部分は我々
明であるように思われます。セラミック・オン・セラミッ
の元へ送られてきたものですがーを所有し、メタル・オン・メタル・インプラント
クは、再置換術にとってもまた、最良の選択です。
のコレクションも増え続けています。

「結局はいつも同じ三つの点につきるのです。即ち、患者に合った適切な処
理を選択すること、手術を専門的に遂行すること、そして適切なインプラ
ントと素材を選択することです。」
4
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DeltaMotionⓇSystem, Finsbury Orthopaedics
BIOLOXⓇOPTION,CeramTec GmbH

AAOS

米国整形外科学会（AAOS）総会のハイライト
ニューオリンズ

2010年３月９日～ 13日

本年の会議で提供された教育プログラムには、24のシンポジウム、720の一般演題、89の科学的展示、
567のポスタープレゼンテーションおよび196の指導コースが含まれていた。また、世界中からの整形
外科関連の企業が500以上の専門的な展示を行った。
合計12,548名の整形外科医が、関節外科、脊
椎外科、外傷およびスポーツ医学における最新
の開発を探究し、より精通できることを願って、
ニューオリンズで開催された会議に集まった。
これらの整形外科医のうちアメリカ合衆国から
7,632名が、カナダから７10名が、中南米から
881名が、ヨーロッパから2,035名が、アジア・
南太平洋から1,200名が、そしてアフリカからは
81名が参加した。また、コメディカル職員1,954
名が参加し、合計14,502名の専門家の参加と
なった。彼らの他に、11,548名の企業出展者も
参加した。
展示は、低侵襲関節形成システム、より若く
より活動的な患者の管理、再置換手術の新しい
技術、オーソバイオロジクスにおける最新情報、
脊椎外科およびベアリング表面の代替材料など
の重要な傾向に焦点が当てられていた。しかし、
今年は、「再置換手術を防止あるいは遅延する
ための、より耐久性の高いインプラントの追求」
という重要なメッセージを意識せずに立ち去る
ことは難しかった。
インプラントの信頼性と寿命は、常に、整形
外科医が考慮する最も重要な問題である。より
活動的でより若い患者が増える中、関節全置換
をもっと早い時期から行うことに賛成する臨床
結果が出ていることや、再置換手術が困難な問
題に直面していることから、ベアリング表面の
代替材料に大きな注目が集まっている。

専門家は、今後数十年の間に、
初回および再置換THAに対する需要が
増えると予想している。
THAは、活動レベルの低い老年患者に対する
治療として、John Charnley卿が発案した。し
かしこの数十年の間に、股関節形成術の適応範
囲は拡大し、活動レベルが高い老年患者や多く
の若い患者にも適用されるようになった。関節
全置換率は、老年患者および若年患者の両方で
増加した。多くの若くて活動的な患者が、人工
股関節全置換術（THR）を必要としている。

～2030年）上昇すると予想されていた。2015
年までに、初回THAに対する年間の入院費は、
174億ドルに増加するであろう。人工股関節全置
換処置は、2005年の40，800例から2030年に
は96,700例に増加すると予想されている。これ
は137％の増加である。１，２，３
ベビーブーム世代の高齢化が、アメリカ合衆国
での人工股関節全置換に対する将来的な需要増
加の重要な要因である。

「過去に必要とされていたよりも高
い耐久性を提供する人工股関節全置
」
換処置が必要である。
－ John J. Callaghan 氏

医学博士

John J Callaghan氏（アメリカ合衆国）４ は、
人工股関節全置換を必要とする患者層とその活
動レベルの変化に関する報告結果について見直
した。同氏は、ベビーブーム世代が高齢化してい
くことから、今後は、より若く、活動的で、体重
がより重い患者が人工股関節全置換術を受ける
ことが多くなると強調した。患者は学歴が高く、
女性である場合が高く、25％長生きし、20％体
重が重く、身体的により活動的であることが多い
だろう。ただし、ばらつきは大きいものと思われ
る（平均200万サイクル／年、患者によっては２
倍の数の患者がいる）。同氏は、インプラントは
過去に必要とされていたより高い耐久結果を提
供する必要があるだろうと指摘した。
整形外科医のグループ５（アメリカ合衆国）が、
50歳までの若くて活動的な患者132名に施行し
た182関節の再置換THAについて、前向き研究
の結果を集めた。２年（平均10.8年）以上の追
跡調査が137例あった。再々置換を必要とする無
菌性のゆるみによる不良例が調査のエンドポイ
ントとされた。

平均93ヶ月の時点で再々置換を必要とする56
関節の再置換後の不良例があった。コンポーネン
トのゆるみは53例でみられた。53関節の再置換
後不良例に対して、再々置換術が施行された。
平均10.8（２～24.9）年の追跡調査時点にお
毎年、600,000例以上の関節全置換術（TJR）
が、現在アメリカ合衆国で施行されている。こ いて、182関節の再置換術に対するコンポーネ
のうち初回THAに対する需要は2030年までに、 ントの全般的耐久率は、69.2％であった。123
年間209,000例から572,000例にまで増えると 関節の再置換されたカップの耐久率は75.6％で
推定されている。174％の増加である。65歳未 あり、160関節の再置換されたステムの耐久率は
満の患者への全人工股関節形成術に対する将来 77.2％であった。
的な需要は、初回THAの52％になると予想され
ている。一方、45歳から54歳の年齢層における
Paul T.H. Lee氏らは、若年患者に対する股関
初回THAに対する需要は、5.9ポイント（2006 節の再置換術は、困難であると結論づけた。同氏
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らは、再々置換が必要になりうることを考慮し
て、骨ストックの修復を推奨した。

「活動レベルがより高く、再々置換を複
数回行う必要がある可能性が高いことか
ら、若くて活動的な患者に対する股関節
再置換術は困難である。
」
－ Paul T.H. Lee氏

医学博士

アメリカ合衆国における
初回および再置換THAの全経済費用
2009 年 の Millenium Research Group（ ミ
レニアム研究グループ）の結果をもとにして、 置 換 登 録 ）（TJRR） の 最 初 の 結 果 に つ い て 報
Ryan M. Graver氏ら（アメリカ合衆国）６，７ は、 告 し た。TJRRは、 ス ウ ェ ー デ ン のTotal Hip
アメリカ合衆国における再置換術の大幅な増加 Replacement Register（人工股関節全置換登
は、2007年から2013年の間続き、この間に股 録 ） を モ デ ル に し た。2008年 ３ 月 １ 日 現 在、
関節の再置換術は23％増加する見通しであると 21,548 例（88. ５ ％） の 初 回 THA と 2,809 例
（11.5％）の再置換THAが登録されていた。
述べた。
著 者 ら は、 ア メ リ カ 合 衆 国 で 初 回 お よ び 再
置 換THAを 受 け た 患 者 の 全 経 済 負 担 を そ の 研
究 で 発 表 し た。 デ ー タ は、Thomson Reuters
MarketScan Ⓡ デ ー タ ベ ー ス か ら 算 出 さ れ た。
2003年１月１日から2006年12月31日までに
THA処置を受けた患者が、この分析結果に含ま
れる。

女性患者が初回THAの56．1％、再置換THA
の55.4％を占めていた。初回THAの44.7％と再
置換THAの38.5％が65歳より若い患者であっ
た。初回THAを施行された患者の8.7％と再置
換症例の7.9％が糖尿病の共存症であった。初回
THAの適応症として最も多くみられたものは変
形性関節症（89.7％）であった。

初回THAを受けた患者は、29,225名について
調査が行われた。THAを受けた患者の大部分は、
女性（54.9％）であった。初回THA時の平均年
齢 は、65.8（ ±11.9） 歳 で あ っ た。 初 回THA
を施行された患者が調査対象期間に消費した全
経済費用は平均80,484ドルであった。そのうち
35,168ドル（43.7％）は、整形外科関連であった。
THAに対する整形外科の直接費用は、2003年の
44億３千万ドルから2006年には55億６千万ド
ルに達していた可能性がある。この20％増は、
金額ベースで12％の変化、年間費用で10％の変
化に相当すると、著者らはまとめた。

金属製のボールヘッドが、初回THA（73.9％）
と再置換THA（69.6％）の両方で使用された。
小型のボールヘッド（28mm）を使用した場合、
再置換のリスクが大きくなり、57％であった。
小型のボールヘッドを使用すると再置換率が高
くなるため、その使用は減少した。大型のボール
ヘッド（32mm以上）の使用がますます増えて
いる。再置換THAの適応症として最も多くみら
れたものは、不安定性（31.1％）、無菌性のゆる
み（28.3％）、PEの摩耗（22.0％）、骨溶解（21.2％）
および感染（11％）であった。

再置換THAを受けた患者は、3,326名につい
て調査が行われた。患者の大部分は女性であった
（55.2％）。また再置換時の平均年齢は68.3（±
12.5）歳であった。再置換THAを受けた患者が、
調査対象期間に消費した全経済費用は平均104，
719ドルであり、そのうち47，407ドル（45.2％）
が整形外科関連であった。
著者らは、2003年には再置換THAに対する整形
外科の直接費用は、８億９千８百万ドルに達し、
2006年には10億４千万ドルに増加していた可能
性があるとまとめた。この14％増は、金額ベー
スで３％の変化、年間費用で11％の変化に相当
した。

アメリカ合衆国における
人工関節全置換登録の最初の結果
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Liz Paxton氏ら（アメリカ合衆国）８は、2001
年に最大のヘルスケアシステムの外科医によっ
て開発され、６地域50病院で実施されたTotal
Joint Replacement Registry（ 人 工 関 節 全

セラミック・オン・セラミックTHA ー
臨床学的結果および放射線学的結果
臨床学的結果によると、CoC THAは摩耗率が
低く、骨溶解が有意に減少していること、特に、
若く活動的な患者についてそのような特徴があ
ることは、大多数の意見で一致している。
Young-Hoo Kim氏ら（韓国）９ は、一連の45
歳より若い患者における骨溶解の発生率を究明
するために、CoC（アルミナセラミック）THA
の臨床的結果および放射線学的結果について報
告した。同氏らは、64名の患者（93例の股関節
／男性55名（84例の股関節）と女性９名（９例
の股関節））に対してセメントレスTHAを93例連
続して施行した。手術時の平均年齢は38.2（24
～45）歳であった。適応は大腿骨頭骨壊死であっ
た。骨溶解は、放射線写真とCTスキャンを使用
して確認された。平均追跡調査期間は、9.1（７
～10）年であった。
術前HHSは、52.9（22～58）ポイントから、

最終追跡調査時には96（85～100）ポイントに
改善した。最新の追跡調査では、寛骨臼溶解や大
腿骨溶解はみられなかった。サバイバルレート
は、無菌性のゆるみを調査のエンドポイントとす
る9.1年間の追跡調査で100％であった。
10
Eduardo Garcia-Rey氏 ら（ ス ペ イ ン ）
は、
CoC（アルミナセラミック）THAを施行された
若年性特発性関節炎（JIT）患者の臨床学的結果
および放射線学的結果を評価した。著者らは、
JIA患者は若くて骨ストックが少ないことから、
THAがJIAの適応であることを指摘した。同氏ら
は、20名のJIA患者に対して32例のTHAを施行
した。平均年齢は、31.8（14～45）歳であった。
平均追跡調査期間は、5.6（４～９）年であった。
自家移植骨が中・重度の寛骨臼突出のある14例
の股関節に使用された。２例の術中大腿骨骨折
があり、ゆるみによる１例のカップ再置換があっ
た。その他のすべての股関節では、よい臨床的結
果がみられた。同氏らは、CoC THAは、非常に
若いJIA患者においてよい中間結果を提供してい
ると締めくくった。

セラミック・オン・XPE THA ー
臨床学的結果および放射線学的結果
11
Young-Hoo Kim氏ら（韓国）
は、50歳未満
の71名の大腿骨頭壊死症（AVN）の患者（73例
の股関節）に対して施行したCoXPEを使用した
初回セメントレスTHAの結果について報告した。
アルミナセラミックが使用された。対象者は、手
術時の平均年齢が45.5（20～50）歳である48
名の男性（51例の股関節）と23名の女性（23例
の股関節）であった。平均追跡調査期間は６. ５
（５～７）年であった。平均術前HHSは、50.6（27
～55）ポイントから、最終追跡調査時には96
（85～100）ポイントに改善した。ライナーの線
摩 耗 率 は、0.05±0.02（0.02～0.08）mm/年
であった。放射線写真とCTスキャンによると、
大腿骨・寛骨臼とも骨溶解はみられなかった。

セラミック・オン・メタル対メタル・オン・メタルー
短期間の臨床的結果およびメタルイオンレベル
Thomas P. Schmalzried氏（ ア メ リ カ 合 衆
12
国）
は、CoMを調査した研究を再検討した。同
氏は、CoMに関する股関節シミュレーター研究
で、MoMと比べて、摩擦、摩耗およびメタルイ
オンレベルが低かったことが実証されたと論じ
た。臨床学的研究で、12 ヶ月時点のクロムレベ
ルはMoMに比べて有意に低かった。しかし、コ
バルトレベルにおける有意な差はみられなかっ
た。各群でコンポーネントの位置異常による異常
値が４例発生した。

は、非常に低かった。著者らは、北アメリカに
おいては、未だにCoMは新しいベアリング表面
であり、FDAが現在承認していないことを指摘
した。

メタル・オン・メタルベアリング表面ー
金属摩耗粉に対する拒絶反応（ARMD）、
その発生率およびリスク要因
ARMDの発生率および偽腫瘍発症リスク要因
は、まだ分かっておらず、偽腫瘍の病因はいま
だに十分に理解されていない。
14
Douglas Van Citters氏ら（アメリカ合衆国）
は、13名の患者から回収した単一デザインのハ
イカーボンCoCrMインプラントを評価し、生体
内腐食について調査した。13カップのうち４カッ
プに生体内腐食がみられた。すべてのボールヘッ
ドに軽度の電解腐食がみられた。著者らは、生
体内検査はカップの硬さに差異があり、そのた
めボールヘッドより腐食しやすいことを示唆し
ていると報告した。同氏らは、MoMデバイスの
高い腐食率が、メタルイオンの放出と摩耗率を
直接的に引き起こしている可能性があることに
言及した。同氏らは前向きにこれらの影響を監
視することを推奨した。
15
Patrick Deprez氏ら（ベルギー）
は、後ろ向
き研究で、大骨頭径のボールヘッドを使用した
120例のMoM THAを評価した。平均追跡調査期
間は46ヶ月であった。早期再置換例は８%にも
およんだ。７名の患者（女性：６名、男性：１名）
は、鼠径部の腫張、軽・中等度の痛みを感じた。
感染あるいはゆるみの兆候は発見されなかった。
肉眼検査で、滑膜組織の肥厚を伴う大きな嚢胞
がみつかった。これらの嚢胞が再置換の主な原
因であった。

別の研究で、Alister Hart氏ら（イギリス）16
Steven J. MacDonald 氏 ら（ カ ナ ダ ） は、 は、軟部組織に炎症を生じた症例では、再置換
FDAが承認した多角的前向き無作為二重盲検臨 が遅れることによって、大規模な軟部組織（筋
床 試 験 に 参 加 し た。 同 氏 ら は、194例 のCoM 肉）の破壊が引き起こされ、それを修復するの
THAおよび196例のMoM THAを施行した。36 は非常に困難であることが研究によって明らか
例のCoM THAと36６例のMoM THAで、メタ になったことを指摘した。顕微鏡検査によって、
ルイオンが評価された。２年目の時点で、２群間 リンパ球浸潤を持つ慢性反応性滑膜炎が明らか
にメタルイオンレベルにおける統計的に有意な になった。金属粒子が発見された。
差はみられなかった。平均メタルイオンレベル
13
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著者らは、これらの発見はMoM HRについて
の研究報告書で述べられている偽腫瘍の形成と
関連があると結論づけた。同氏らは術後の超音波
検査を定期的に行うことを勧めた。
Sion Glyn-Jones氏ら（イギリス）17 による研
究の目的は、偽腫瘍の発生率とリスク要因を究明
することであった。1,419例のMoM HRが1999
年から2008年の間に施行され、すべての再置換
が確認された。カプラン・マイヤー生存率分析が
行われた。偽腫瘍が原因の再置換率は、経時的に
増え、８年経過時には４％であった。女性である
ことが偽腫瘍のリスク要因であった。８年経過時
の男性の再置換率は0.5％だったが、40歳より高
齢の女性では６％、40歳未満の女性では25％で
あった。その他のリスク要因は小さなコンポーネ
ントと臼蓋形成不全であった。
Glyn-Jones氏らによって、また最近他のグルー
プによっても報告された偽腫瘍の発生率とは対
照的に、Paul E. Beaulé氏ら（カナダ）18の研究
では、平均3.02年の追跡調査で低い偽腫瘍の発
生率が示された。2002年から2008年の間に９
つのカナダのセンターで施行された3,400例の
MoM HRが分析された。３例の偽腫瘍がみられ
た。発生率は0.09％であった。著者らは、偽腫
瘍のリスク要因を究明するため、綿密な監視を勧
めた。
Young-Min Kwon氏（アメリカ合衆国）、Sion
Glyn-Jones氏ら（イギリス）19による研究によっ
て、偽腫瘍が摩耗の進行と関係していることが確
認された。８例の偽腫瘍を原因とするMoM HR
の再置換（偽腫瘍群） と22例の偽腫瘍以外が成
績不良の原因であるMoM HRの再置換（コント
ロール群）が調査された。コントロール群と比較
して、偽腫瘍群の平均ライナー摩耗率は、大腿
部（8.1μm対1.97μm）、寛骨臼コンポーネン
ト（7.36μm対1.28μm）で有意に高かった。
著者らは、MoM関節において、偽腫瘍が金属
摩耗の進行が原因で発生するという事実を指摘
した。同氏らは、エッジ・ローディング（大腿部
コンポーネントがカップ端に接触すること）が偽
腫瘍を持つ患者における有力な摩耗の仕組みで
ある可能性があると結論づけた。
20
Young-Min Kwon氏ら（アメリカ合衆国）
に
よる他の生体内研究は、エッジ・ローディングが
MoM HRを施行された偽腫瘍を持つ患者が機能
的活動（歩く、椅子から立ち上がる、階段を上る）
中の金属摩耗の進行およびメタルイオンレベル
の上昇の原因となる重要な生体内機構であるこ
とを示唆している。非偽腫瘍コントロール群と比
較して、エッジ・ローディングは、偽腫瘍群で有
意に長い時間（４倍）、大きな力で（７倍）発生
していた。同氏らは、エッジ・ローディングの時
間と力は活動性に左右され、その差は階段を上る
際に大きくなることを発見した。
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前向き研究において、David Langton氏ら（イ
ギリス）21は、第４世代のMoM HRデバイスをイ
ンプラントされた510名の患者におけるARMD

率を調べた。平均追跡調査期間は、35ヶ月であっ
た。 同 氏 ら の グ ル ー プ は、EBRA法 を 使 っ て、
メタルイオン分析とコンポーネント位置分析を
行った。同氏らはこの結果と同氏による第３世代
MoM HR群（n＝155、FU＝60ヶ月）に関する
類似研究の結果を比較した。著者らはARMDを
多量の無菌性の関節滲出液に関係する痛みで、特
徴的な組織学的所見であると定義した。同氏らに
よると、第４世代のMoM HRを施行した患者で
は、ARMDが 発 生 し、17例 の 不 全（3.3 ％） が
みられたのに対して、第３世代のMoM HRでは
不全がみられなかった。再置換からの組織標本に
は、さまざまな程度のALVAと多くの組織球がみ
られた。クロムレベルとコバルトレベルの中央値
は、無症状の群がそれぞれ3.9µg/lと2.7µg/lで
あったのに対し、ARMD群ではそれぞれ29µg/l
と69µg/lであった。摘出インプラントの分析で
は、著者らの予想より高い摩耗率が確認された。
Langton氏は、リンパ球増殖研究では、体外で
クロムやコバルトに対する過分反応はみられな
かったことを指摘した。著者らによると、カップ
の被覆度が小さい場合にはより多くの金属摩耗
粉がもたらされ、それにより成績不良率が上昇し
たとのことである。
David Langton氏ら（イギリス）22は、２つの
センターで行われた、片側に股関節置換術を施行
した患者における血中メタルイオンを585例調査
した。メタルイオン結果は、カップのサイズ、カッ
プとステムのアライメントと相関性があった。
EBRA法が使用された。著者らは、カップの被覆
度が最も小さいデバイスのメタルイオンレベル
が最も高かったと結論づけた。メタルイオンレベ
ルが最も低かったのは、Ｘ線像上設置角が40～
50度で、前方開角が10～20度のカップであった。
George A. Grammatopoulos氏 ら（ イ ギ リ
23
ス）
は、カップの向きと偽腫瘍の発現との関係
を調査した。マッチドペア研究で、偽腫瘍が確認
された31名の患者と偽腫瘍のないコントロール
群（n＝60）が比較された。Lewinnek氏による
セーフゾーンに関して、EBRA法で前方開角と設
置角が測定された。カップのアライメントにはば
らつきが大きく、平均前方開角と平均設置角は２
群で同様であった。著者らは、カップの向きは偽
腫瘍の発現において重要な役割を果たしている
ことを発見した。また、カップは、前方開角20
度、設置角40度の最適な位置にすることを勧め
た。この域の±10度の位置に置かれたカップに
おける偽腫瘍の発生率（６／27）は、この角度

範囲外に置かれた場合（25／31）より、有意に
低い。

MoM HRおよびMoM THA ー
コバルトとクロムイオンは胎盤壁を越えるのか？
24
Joshua J. Jacobs氏ら（アメリカ合衆国）
は、
MoM THAを施行された３名の母親について、母
体血清および胎児血清におけるチタン、ニッケ
ル、コバルトおよびクロムの濃度を調べた。同氏
らは、誘導結合プラズマ質量分析法（ICP-MS）
を使った。コントロール群は、金属製インプラン
トが体内にない７名の女性であった。コントロー
ル群の母親とコントロール群の新生児間にメタ
ルイオンレベルにおける統計学的差異はなかっ
た。著者らの観察により、MoM THAを施行さ
れた母親の血清クロムレベルと血清コバルトレ
ベルがコントロール群の母親より高かったこと
がわかった（p＜0.05）。MoM THAを施行され
た母親の新生児の血清コバルトレベル（p＜0.05）
と血清クロムレベル（p＝0.053）は、コントロー
ル群の新生児より高かった。同氏らは、コバルト
とクロムは胎盤壁を越えると結論づけた。MoM
ベアリング表面をインプラントされた妊娠女性
患者あるいはその胎児に対する潜在的影響はい
まだ不明である。さらに著者らは、メタルイオン
レベルの上昇による発癌性についてもいまだ不
明であることを指摘した。
25
Hena Ziaee 氏 ら（ イ ギ リ ス ）
は、25名 の
MoM HRを施行された女性について、横断的比
較研究を行った。平均年齢は32歳であった。コ
ントロール群は、金属製インプラントが体内にな
い24名の女性で、平均年齢は31歳であった。コ
バルトおよびクロムが、両方のコホートのすべて
の血液標本と臍帯血標本から検出された。コント
ロール群におけるコバルトレベルおよびクロム
レベルの母体の血液と臍帯血間の差異はわずか
５～７％であった。著者らは、これらの差異から、
胎盤はメタルイオンをほぼ自由に通過させてい
ることがわかると結論づけた。試験群では、臍帯
血におけるコバルトレベルおよびクロムレベル
は、母体の血液と比較して、有意に低かった。（コ
バルト：p＜0.05、クロム：p＜0.0001）。著者
らによると、胎盤が金属の移動に調節的影響を及
ぼしているとのことである。

回HRの 累 積 再 置 換 率（CPR） は、 ５ 年 時 点 で
4.3％だった。再置換した股関節は、５年時点で
CPR10.8％の再々置換率であった。この結果と
比較して、従来型のTHAについてのCPRは５年
時点で、2.7％である。著者らは、同オーストラ
リアレジストリのデータは、成績不良を起こした
初回HRを単純に従来型のTHAに再置換すること
ができるという意見を支持するものではないと
結論づけた。
同じオーストラリアのデータベースをもと
にして、Stephen Graves氏ら（オーストラリ
28
ア）
は、HR後８年時点の再置換リスクが初回
THA後より有意に大きいことを報告した。変形
性関節症と診断され、大腿骨側コンポーネントの
サイズが50mm以上である55歳未満の男性患者
のみが初回THAの再置換率と同程度である。

XPE ーマテリアル性能についてのニュース
ボールヘッドのサイズは摩耗と関係してい
るのか？
耐摩耗性の向上と骨溶解の減少を目的として、
多種のクロスリンクポリエチレンが導入されて
いる。第一世代のXPEは、1998年に導入され、
有意に摩耗が減少した。第二世代は2005年に導
入され、フリーラジカル量が減少し、力学的強度
が向上した。

治 験 で、 従 来 型 のPEラ イ ナ ー と 比 較 し て、
XPEラ イ ナ ー に お け る 線 摩 耗 率 が 低 か っ た こ
と が 明 ら か に な っ た。 驚 く べ き こ と に、Cale
29
Jacobs氏ら（アメリカ合衆国）
による追跡調査
報告で、術後１年間の初期摩耗期間において、ア
MoM股関節の表面置換により、最適な結果
ニール化（フリーラジカルを減少させた）ＸＰＥ
がもたらされるのか？
ライナーの線摩耗率はより大きかったことが明
26
らかになった。これはクリープ現象によるマテリ
Robert T. Trousdale氏（アメリカ合衆国）
は、HRと標準的なTHAを比較した無作為対照試 アル変形に起因しており、より急峻位にあるカッ
験において、HRがどのような結果判定法におい プでは、縁の破損リスクが増す可能性がある。著
てもよい結果が得られなかったことを報告した。 者らは、連続的な54例のTHAを施行された患者
HRにおる屈曲可動域は標準的なTHAより悪いと （62例の股関節）についての術中の臨床放射線学
的データを評価した。術後１年間の線摩耗値は有
いう結果であった。
意に年齢、肢長およびカップの設置角と関連性が
Gareth Prosser氏ら（オーストラリア）27は、 あった。同氏らは、不適切なカップの配置および
再置換HRの累積再置換率を調査した。同氏ら ／あるいは肢長によるXPEライナーにおける合
は、12,093例の初回HRインプラントについての 併症の潜在的リスクは、PEの改善が正確な手術
情報を収集していたAustralian National Joint 手技の代わりになるわけではないという注意喚
Replacement Registry（オーストラリア国立関 起であると結論づけた。
節全置換レジストリ）のデータを使用した。初
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Orhun K. Muratoglu氏ら（アメリカ合衆国）30
は、XPEにおける線摩耗値が増したという報告
を背景として、摘出されたXPEライナーを分析
したことを強調した。同氏らは、47例の回収し
たXPEライナー（溶融処理：41、アニール化処
理：６）の耐酸化性が減少していたことを発見し
た。すべての摘出されたライナーにおいて、酸化
箇所の増加がみられた。酸化レベルは術前の保管
中に上昇した。酸化箇所では架橋密度の減少と結
晶化度の上昇がみられた。これらの変化は使用前
期間の長さと相関性があった。同氏らは、周期的
負荷中のフリーラジカルの形成あるいは吸収さ
れた脂質によって始まる酸化カスケードにより、
XPEの耐酸化性が減少したと仮定した。同氏ら
は、XPEの生体内安定性にこれらのメカニズムが
及ぼす影響を究明するために更なる研究が必要
であると結論づけた。
マ ッ チ ド ペ ア 研 究 に お い て、David T.
Schroder氏ら（アメリカ合衆国）31は、再置換に
よって回収された78例のXPEライナーと79例の
従来型PEライナーを調査した。これらのライナー
は同様の形状を持ち、単一の製造業者によるもの
であった。22のペアが再置換術時診断、体内埋
入期間（1.53年）、患者の年齢、BMIおよびボー
ルヘッドサイズを照合することにより作られた。
カップの設置角に有意な差異はなかった。著者ら
は、損耗はXPEライナーでみられたことを報告し
た。XPEライナーには非定型的なスクラッチと溝
がみられた。クリューホール部分のクリープ現象
は、XPEでは15例（68％）、標準型のPEでは14
例（64％）にみられた。辺縁部分の皸裂が摘出
されたＸＰＥライナー４例にみられた。辺縁部に
おけるインピンジの痕跡はXPEで６例、PEで17
例みられた。著者らは、これらの損耗の調査には
臨床的および放射学的追跡調査をより長い期間
行う必要があると結論づけた。
32
Daniel S. Heckman氏ら（アメリカ合衆国）
は、若年のあるいは活動的な患者と脱臼のリス
クが低い患者におけるXPEで、大径の金属製ボー
ルヘッドを使用することについての警告をした。
電子線を照射したXPEライナーをインプラント
された90名の患者（102例の股関節）が評価さ
れた。平均年齢は61.1歳であった。平均追跡調
査期間は5.7（５～８）年であった。同氏らは、
ヘッドサイズが36～40mmの金属製ボールヘッ
ドの平均体積摩耗値（156.6mm3 ／年）が、ヘッ
ド サ イ ズ が 26mm（52.2mm3 ／ 年 ）、28mm
（53.8mm3 ／年）、32mm（57.6mm3 ／年）に
比べて大きいことを発見した。
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人工股関節全置換術におけるベアリング・カップルと雑音

2010年米国整形外科学会（AAOS）ニューオリンズ会議でのこの問題に関する発表
若くて活動的な患者にみられる摩耗とそれにより引き起こさ
れる骨溶解を抑える手段として、整形外科学会は近年、改良型
ベアリングを用いることに興味を示し、これを臨床に使用する
例が顕著になってきた。そして過去８－10年にわたり広汎に
改良型ベアリングが使用された結果、新たな合併症が浮上し
た。そのひとつはTHAを受けた患者が身体を動かす際に起こ
る雑音の発生である。Glaser氏 および他Clarke氏および他
による最近の発表によると、すべてのタイプのベアリングが雑
音を発する可能性があるとされている1。AAOSニューオリン
ズ会議では、この問題についての発表は多くはなかった。
研究者も外科医も同様に、股関節部の雑音に
は 注 目 し、 一 般 的 な 雑 音 や、 特 に 股 関 節 全 体
の置換手術後発生するキーキーという軋み音
（squeaking） の 原 因 と な る 主 要 素 を 探 り 当 て
ることができた。William Hozack氏は彼のシン
ポジウムにおいて、包括的にこの問題を取り上
げ、再確認した。さらに、Robert Trousdale氏、
Thomas Schmalzried氏、John Currier氏を含
めた複数の講演者が発表を行った。彼らの発表の
論旨は以下の通りである。
１．報告された雑音の発生率には大きなばらつき
がある。例えば、D’ Antonio氏 ２ とMurphy氏 ３
のグループでは発生率は１%未満であったのに対
し、より高い発生率を報告したグループもあった
（Ranawat氏: 11% ４、Keurentjes氏: 21% ５）。
２．一番の原因としてインピンジメントが考え
られるが、その他の要因として、ライナ・ヘッド
間の非接触（micro separation）、不適切なシェ
ルへのライナーのロッキング、ネックと寛骨臼の
縁とのインピンジ、関節内における金属片の介
在、エッジ・ローディング、摩耗による傷なども
何らかの役割を演じていると思われる。

ハード－オン－ソフト

ハード－オン－ハード

雑音

MoP

CoP

MoM

CoC

ポンと弾けるような音

有

有

有

有

パンと撃つような音

有

有

無

無

ノックするような音

有

有

有

無

バリバリと噛み砕くような音

無

有

有

無

パチリと割れるような音

無

無

有

有

キーキーと軋むような音

無

無

有

有

雑音の持続時間

散発的

散発的

持続的

持続的

参照：Komistek, R Personal Communication, 2009（横の欄を参照）

３．コンポーネントの設置位置も要素の一つとな
りえる。雑音発生の主要原因であるインピンジや
エッジ・ローディングが、設置位置によって誘発
されやすくなるからである。
４． ス テ ム の 選 択 も 要 素 の 一 つ と 思 わ れ る。
William Hozack氏の導入したシリーズは、他と
は一線を画している。 インピンジしないように
ネックとテーパーが細い形状になり、新しいチ
タン合金であるTMZF製のステムを使用した場合
squeaking発生率は8.6％であったの対し、従来
型である太いネックと長いテーパーを有するチ
タン合金製のステムでは0.7%であった６。
さらにWilliam Hozack氏の報告によると、メ
タルバックを有するセラミックライナーと、メタ
ルバックを有さないセラミックライナーの患者
を比較した場合、上記と同様の差異が認められ
た。
５．この時点で、squeakingが股関節部システ
ム全体の寿命、あるいは摩耗に逆効果を与えるこ
とを示唆する証拠はない。
６．THA雑音、特に軋み音は、改良型ベアリン
グ使用の人工股関節全置換システムにおける合
併症と認知された。従って、対象となりうる患者
にはすべて、この合併症併発の可能性について告
知すべきである。仮に併発した場合には、密に
フォローアップをして、併発の原因となるような
行動を(可能ならば)避けるようにカウンセリング
する必要があるかもしれない。

参考文献：
1
Pokorny A, Knahr K, The noisy Hip. Is it only a ceramic issue? in:Cobb
J. (ed), Modern Trends in THA Bearings. Material and Clinical Performance,
Springer, 2010: 85–90
2
D’Antonio JA, Pagnano MW, Naughton M, Lombardi AV,
Berend KR, et.al. Contraversies Regarding Bearing Surfaces in Total Hip
Replacement. J Bone Joint Surg Am. 91,2009:5–9

3
Ecker TM, Robbins C, van Flandern G, Steppacher SD,
Bierbaum BE, Murphy SB. Association Between Squeaking and
Implant Design and Material in Ceramic on Ceramic Total hip Arthroplasty.
Annual Meeting Paper1993, International Society for Technology in
Arthroplasty, 2009

4
Jarrett CA, Ranawat AS, Bruzzone M, Blum YC, Rodriguez
JA, Ranawat CS. The Squeaking Hip: A Phenomenon of Ceramic on
Ceramic Total Hip Arthroplasty. J Bone Joint Aurg Am. 91,2009:1344–49

5
Keurentjes JC, Kuipers RM, Weber DJ, Scheurs BW. High
Incidence of Squeaking in Total Hip Arthroplasty with Alumina Ceramic on
Ceramic Bearings. Clin Orthop Relat Res 466;2008:1438–43

6
Restrepo C, Post ZD, Kai B, Hozack WJ. The Effect of Stem Design
on the Prevalence of Squeaking Following Ceramic on Ceramic Bearing Total
Hip Arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 92（3）,2010:550–7
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カップルがMoMベアリング・カップルに比べ、
金属摩耗粉を90％削減できること、および摺動
面端部荷重（edge loading）の影響を83％減少
できることを示した。

2010年６月２～５日、スペイン整形外科外傷学協会の協
力のもと、マドリッドで開かれた今年のEFORT会議には、
8,000人以上の医師と科学者が出席した。本会議では、
4,462
のアブストラクト提出、1,716のポスター掲示、および、27
のシンポジウム、20の教育コース、150名が参加した産業展
示会が行われた。主なトピックの１つがトライボロジーとそ
の様々な臨床面についてであった。Karl Knahr教授の議長の
もと、
「トライボロジー・デイ」が、今年の会議で初めて開か
れた。

様々なベアリング・カップルについての
短いプレゼンテーション

トライボロジー・デイ

トライボロジーに関する基調講演

ハンブルク工科大学
バイオメカニクス研究所
Michael Morlock教授

英国リーズ大学医学生物
工学研究所長
John Fisher教授
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Michael Morlock氏（ドイツ）は、股関節の
生体力学を評価基準として利用して関節形成術
を行い、関節生理機能の再建を行うことのできる
大きな可能性について説明した。この説明の中
で、Morlock氏はインプラントのデザインと固定
性、外科的な組織の管理、および構成部品のポジ
ショニングについての話題について検討した。ま
た、特に大腿骨頭のサイズ、摩耗、脱臼のリスク、
および可動域（ROM）の変数間の関係を重視す
ると共に、大腿骨頭のサイズ選択をする際にバラ
ンスよくアプローチすることの重要性を強調、聴
衆には「36mmクラブ」に参加するよう促した。
さらに、インプラントの耐久性と可動域に関する
患者の期待が大幅に高まっており、このような期
待が医療科学の新しい課題を示すものであるこ
とを指摘した。Morlock氏の結論は、今回のトラ
イボロジー・デイの中心的課題「１つのソリュー
ションによって１つの問題が解決するが、それと
同時に少なくとも１つの問題が新たに発生する
恐れが常にある」をまさに示すものであった。

60才以上の患者へのCoC THA
Raghu Raman 氏（ イ ギ リ ス ） は、 多 数 の
臨床例研究データを示し、大骨頭径（36mm、
40mm）のCoC THA（BIOLOXⓇdelta）を利用
することで、脱臼のリスクを減らし、大きな可動
域を確保するのに役立つことを示した。この方法
は、筋肉による安定性が不十分な60才以上の患
者にも適用される。平均年齢が65才（11～82才）
の患者302名に合計319例の連続的初回THAを
行い、12ヶ月目のフォローアップ時点で臨床的
および放射線学的に検査した。これらの臨床例
の96％で36mmの大腿骨頭が使用された。脱臼、
および、無菌性のカップゆるみの症例はまったく
認められなかった。

「本研究結果は、素晴らしい臨床結
果および機能結果を示すもので、セ
ラミックベアリング・カップルを有
するフルコートされた人工股関節の
利用を後押しするものである。
」
－ Raghu Raman氏

医学博士

MoMベアリング・カップルと大骨頭

Young-Min Kwon氏（イギリス）は、MoMベ
アリング・カップル（表面置換型）に関連する偽
腫瘍の形成について報告した。構成部品の不適切
なポジショニングが原因で金属摩耗粉が増えた
ことが重要な要因の１つである。201例の無症状
THAについて行ったMRIスクリーニングによる
John Fisher氏（イギリス）は、利用可能な と、偽腫瘍の有病率が４％であり、偽腫瘍の形成
ベアリング・カップルとそれらの性能について、 と、コバルト、クロムの濃度増加に有意な相関関
摩耗粉との関連を示しながら概要を説明した。 係があることを示している。30例の摘出インプ
Fisher氏は、ベアリング・カップルの様々な利点 ラント（そのうち８例は偽腫瘍の形成と関連があ
を生かせるように、要求度が比較的低い50才以 り、22例はその他の原因と関連する）を検査し
上の患者には、XPEライナー付きのハードオンソ た結果、偽腫瘍が形成されている場合には、非常
フト・ベアリング・カップルを、比較的若く、よ に高レベルの金属破片および顕著な端部荷重の
り活動的な患者には、ハードオンハード・ベアリ 徴候が見られた。
ング・カップルの使用を提案した。また、CoCベ
アリング・カップルは摩耗という点でもっとも問
題が少ないものの微小分離（microseparation）、 「本研究は、偽腫瘍とMoM関節の
摩耗の増加との関連を確認する最初
縞状摩耗(stripe wear)、およびインプラントの
破損という問題が起こりうることを指摘した。
の直接的証拠が示すものである。
」
MoMベアリング・カップルは、体内で金属イオ
－ Young-Min Kwon氏 医学博士
ンを放出し、悪影響を及ぼす可能性があることか
ら、MoMに関しては批判的意見を主張した。こ
こで、摩耗粉を減らすことは必要不可欠である。
Sion Glyn-Jones氏（イギリス）は、偽腫瘍の
次いで、Fisher氏は、構成部品のポジショニング、 形成のため全置換が必要になった18例のMoMベ
および、オフセットを適切すなわち生理的に再構 アリング・カップルと、その他の原因により再
築できるよう考慮することが絶対的に必要であ 置換が必要になった18例のMoM摘出インプラン
ることを指摘した。また、股関節シミュレーター トとの摩耗粒子率を比較した。偽腫瘍のグループ
の結果（通常の歩行）を示し、CoMベアリング・ は、コントロールグループと比較して、摩耗量が

有意に多く、またエッジ・ローディングとインピ
ンジの発生率がどちらも大きかった。これは、金
属の摩耗粉が偽腫瘍形成の主原因の１つである
ことを示している。ただし、その明確な仕組み
はいまだはっきりしていない。Glyn-Jones氏は、
続けて、金属摩耗が多く見られないにも関わら
ず、偽腫瘍が形成された場合や、金属摩耗粉が多
く見られても偽腫瘍が形成されていない場合な
ど、例外があることも指摘した。
Amir Kamali氏（イギリス）は、50例のMoM
摘出インプラント（表面置換型）を調査した。端
部荷重を示す22例の摘出インプラントと通常の
荷重を示す28例の摘出インプラントとを比較し
た。端部荷重の徴候をはっきりと示す摘出インプ
ラントの線状金属摩耗は、線状構成部品と大腿骨
構成部品のどちらと比較しても、それらの10倍
の摩耗量であった。カップの前方開角の増大と金
属摩耗の増加には明かな相関関係が示された。

「偽腫瘍は大量の金属摩耗粉が原因
ではないかと考えている。またこの
ような摩耗粉には骨細胞やマクロ
ファージに対する有毒作用があるこ
とがわかっている。
」
－ Sion Glyn-Jones氏

MA、医学外科学士

Karel Hamelynck氏（オランダ）は、大径の金
属製大腿骨頭の表面をチタン－ニオビウム－窒
化化合物でコーティングすることにより、構成部
品の摩耗が有意に減少し、それによってイオンの
発生量が減少したと報告した。

CoXPE THAの９年間の結果
Young-Hoo Kim氏（韓国）は、セメントレス
CoXPE THAを受けた一連の大腿骨頭壊死の若年
患者68例について報告した。患者の平均年齢は
45.5才（20～50才）であった。すべての症例に
BIOLOXⓇforte製の28mm大腿骨頭が使用され
た。平均フォローアップ期間は10.5年（10～13
年）であった。放射線学およびCTによる検査で
は、寬骨臼または大腿骨における骨溶解を認めな
かった。

された。CoPベアリング・カップルを使用した股関節システムは、MoPベ
アリング・カップルを使用した股関節システムより、良い結果を示した。

ポリエチレンとXPE粒子に対する炎症反応
Sandra Utzschneider氏（ドイツ）は、生体顕微鏡検査により、マウス
体内のポリエチレン粒子に対する組織反応を調査した。ポリエチレン粒子
の85％はサブミクロンのレベルであった。まず、膝シミュレーターで500
万サイクル後に、３つの異なるXPEライナーと１つの従来型ポリエチレン・
ライナーから摩耗粉が採取され、マウスに注入された。その結果、XPEラ
イナーとポリエチレン・ライナーのすべての症例において、有意な炎症性
免疫反応が認められた。グループ間で、免疫反応のタイプに有意な違いは
認められなかった。
材質研究分野とその臨床フォローアップとの関係結果に関するプレゼン
テーションの背景には、
「ベアリングの性能－開発と評価」という考えがあっ
た。この関連材料には、金属、セラミック、ポリエチレンなどが含まれている。
John Fisher氏（イギリス）は、ポリマーの場合、表面摩耗と経年劣化
とは区別しなければならないと指摘した。経年劣化は酸化プロセスにより
決まるものであり、表面摩耗は接触面、荷重、架橋密度、せん断力、およ
び表面の粗さによって決まる。経年劣化も表面摩耗も、ポリエチレン粒子
の放出やそれに関連する結果を引き起こす。
Ingrid Milosev氏（ ス ロ ベ ニ ア ） は、640例 のMoM THAの11年 後
と、377例のCoC THAの８年後のフォローアップ検証の結果を報告した。
CoCベアリング・カップルは、MoMベアリング・カップルよりも、高いサ
バイバルレートときわめて低い再置換率（MoM9.8％に対し、CoC3.4％）
を示した。CoC THAの場合は、再置換の50％の症例がセラミックの破損
が原因であったのに対し、MoM THAの場合は、無菌性ゆるみや骨溶解が
弱点であった。

CoPおよびMoPのTHAの10年間の結果

CoC対CoP THA

Geir Hallan 氏（ ノ ル ウ ェ ー） は、1987～
2007年 の 間 に7,937名 の 患 者 に 移 植 さ れ た
9,113例のセメントレスカップ（７種類の異なる
デザイン）の結果について報告した（ノルウェー
関節形成術登録簿）。すべての症例が、従来型ポ
リエチレン・ライナーと、金属製大腿骨頭（ス
チール、CoCr）またはセラミック製大腿骨頭（酸
化アルミニウム）に関するものであった。無菌
性のゆるみをエンドポイントとすると、10年経
過後におけるカップのサバイバルレートは87～
100％の範囲であった。ポリエチレン・ライナー
を使用したセメントレスカップのうち、満足な長
期結果を示したものはなかった。無菌性ゆるみ、
摩耗、骨溶解、および脱臼が主な問題として確認

Philipe Hernigou氏（フランス）は、一方にセメントCoPベアリング・カッ
プル、もう一方にセメントCoCベアリング・カップルを使って左右両側の
THA処置を受けた21名の患者の評価結果を発表した。ステムタイプは１種
類だけを使用し、大腿骨頭は32mmのものをすべての患者に使用した。20
年間（平均）のフォローアップ中、THAの症例のどれも、ゆるみを生じた
り、再置換の必要性を生じたりしなかった。X線検査によって、CoCグルー
プでは２例の大腿部の骨溶解が見られただけであるが、CoPグループでは、
５例の寬骨臼の骨溶解、および21例の大腿部の骨溶解が見られた。さらに、
CT検査によると、CoCグループでは３例の寬骨臼における骨溶解がみられ
たが、CoPグループでは16例あった。ポリエチレンの年間摩耗率は0.07mm
であったが、CoCベアリング・カップルには、測定可能な摩耗はまったく
認められなかった。インプラントの摩耗が激しい患者は、骨溶解による障
害の発生率が高かったが、骨溶解関連の痛みは認められなかった。
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EFORT（続き）
トライボロジーの最新情報
Claude Rieker氏（スイス）は、まず、MoM表面置換型股関節のサバイ
バルレートが10年という好ましい結果を紹介して、本セッションを始めた。
ついで、不適切なカップのポジショニングに関連して起こる偽腫瘍の形成
と金属イオンの発生について、最新研究の批判的概観を述べた。Rieker氏
は、端部荷重の悪影響について強調した。カップがリスクにさらされてい
るかどうかは、臼蓋の被覆率と設置角をそれぞれ分析することにより、見
極めることができる。ポジショニングが不適切な場合、流体膜が減少したり、
流体弾性が減少したりする。このどちらが起こっても、大きな摩擦が起こる。
特に大径が大きくなるにつれ、より大きな摩擦が起こる。偽腫瘍は主に女
性患者に見られた。その正確な病因ははっきりしていない。イオンレベル
が上がると、組織がアレルギーから毒性反応に進み、偽腫瘍の発現に影響
を及ぼしている可能性がある。

CoMに関連する金属イオン濃度は、MoMグルー
プよりも低い傾向があったものの、その相違は有
意なものではなかった。
１
セラミックオンメタル・ベアリング・カップル、PinnacleⓇ
CoMpleteTM Acetabular Hip System、DePuy Orthopaedics
Inc.

トライボロジー：専門家会議

本セッションを通して、４人の臨床専門家に
よるパネルディスカッションが行われ、演者
とのディスカッションの中で、ユーザーが心
に留めておくべき経験が紹介された。演者は
長期的なインプラントの成功を達成するため
Thomas Pandorf氏（ドイツ）は、安定性と耐久性のある股関節形成術 に必要な最新の素材研究から外科的技術の重
への需要は、セラミック素材の価値を強く示すものだと結論づけた。セラ 要性まで、さまざまな問題を取り上げた。
Ⓡ

ミック製大腿骨頭（BIOLOX forte）に関する非常に多くの研究により、
ポリエチレンとセラミックの組み合わせに関して素晴らしい長期結果が示
された。CoPベアリング・カップルは、MoPベアリング・カップルに比べ
てポリエチレン摩耗が約半分しか発生しない。さらに、CoCベアリング・
カップルの場合は、20年経っても、大腿骨頭の大きさに関わらず、ほとん
ど測定可能な摩耗がみられなかった。BIOLOXⓇdeltaは、摩耗をさらに減
らし、より大骨頭径のヘッドとより薄いライナーを可能にし、構成部品の
破壊強度を高くするために開発された。60万例以上のBIOLOXⓇdeltaの大
腿骨頭が移植され、期待通りの長所を示した。この新しいセラミック素材は、
摺動面同士の非接触状態（microseparation）に対してこれまでよりさら
に耐久性があるが、それでもハードオンハード・ベアリング・カップルを
移植する際には、慎重にポジショニングに注意を払うことが不可欠である
と、Pandorf氏は強調した。インピンジメント、亜脱臼、特定の場所にだ
け圧力がかかる端部荷重、潤滑膜の減少、軟部組織の緊張、およびステム
のポジショニングにより、セラミックの破損や軋み（squeaking）などの
合併症をまれに引き起こすことが確認された。しかし、優れた湿潤性や極
めて低い摩耗性という特徴をもつ現代のセラミックは、未来の素材となる
ことだろう。
Robert Streicher氏（スイス）は、現在のポリエチレン製ベアリング・カッ
プルに求められる条件を挙げた。最近の患者は活動性が高く、荷重が大き
くなっていることを考えると、標準的なハードオンソフト・ベアリング・
カップルの摩耗率をさらに低減することが緊急の課題である。放射線処置
や温熱処置に関する新しい技術（再溶融やアニーリング）により、新しい
２つの世代のXPEが生まれた。シミュレーター研究では、60～80％とい
う摩耗率の低下が確認された。これまで、研究者たちは、強度、耐摩耗性、
および耐酸化／耐劣化性間のバランスをとろうとしてきた。３番目の世代
のXPE使用にあたっては、抗酸化物質としてビタミンEを投与することで、
良い実験結果が得られている。XPE粒子の生物学的活性については、いま
だはっきりしていない。
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Graham Isaac氏（イギリス）は、新しいCoMベアリング・カップル１
の評価について報告した。Isaac氏は、新しいCoMベアリング・カップルは、
MoMベアリング・カップルよりも、初期摩耗期間が短く、金属粉の量も全
般的に減少するのではないかと予測した。また、好ましくない荷重がかか
る場合でも、CoCベアリング・カップルよりも問題が少ないのではないか
と予測した。シミュレーターでテストすると、この固さの異なる材料の組
み合わせの場合、MoMベアリング・カップルよりも摩耗粉が90％減少した。
また、このCoMベアリング・カップルは、端部荷重にさらされた場合でも
より安定していることがわかり、BIOLOXⓇdelta製のセラミック大腿骨頭
には、まったく摩耗は見られなかった。摩擦率の減少は、CoCベアリング・
カップルの摩擦率に匹敵するものであった。初期臨床研究において、CoM
ベアリング・カップル（28mm）で達成されたこの結果は、MoMベアリング・
カップルに匹敵するものであった。臨床データ、Ｘ線像データ、サバイバ
ルレート、および血清イオンレベルが考慮された。２つの摘出されたセラ
ミック骨頭を検査したところ、測定可能な損傷はまったくみられなかった。

Pascal A. Vendittoli氏（カナダ）は、大腿骨
頭の直径が28mmのMoMベアリング・カップル
の使用と、MoM股関節表面置換術との間には、
血清イオン濃度に関する違いはまったく認めら
れなかったという結果を示す研究報告を行い、プ
レゼンテーションを始めた。Vendittoli氏は次い
で、CoCrMoの大骨頭を使用したモジュラース
テムと、股関節表面置換術に使用されるさまざま
な構成部品の臨床比較について議論した。同じベ
アリング・カップルを使用しても、測定された血
清金属イオン・レベルには、大きな違いが生じて
いた。公開されている大腿骨頭のデザインとそれ
に関連する受動的腐食では、67％の相違が生じ
た。差し込まれたモジュラーネック上に起こる摩
擦では、157％の相違が生じた。金属イオン放出
の明らかな要因として、２つの原因が確認され
た。結論として、Vendittoli氏は、これらの問題
について、より認識すること、およびMoM概念
を完全に棄却する前に十分にソリューションを
探すことを訴えた。

「今でも、かなりのポリエチレン摩
耗 を 起 こ す 患 者 が 絶 え な い の に、
ヨーロッパの外科医はいまだにポリ
エチレンとメタルを使用している。
これは受け入れがたいことである。
このようなことはもう容認できない
と訴えなければならない。
」
－ Robert Binazzi氏

医学博士（イタリア）

出典：ヨーロッパの現代の整形外科
EFORT公式新聞 13（４）, 2010：10

Orhun Muratoglu氏（アメリカ合衆国）は、
第１世代の摘出されたXPE製ライナー 41例の評
価結果について報告した。使用前および生体内で
の酸化作用は生じていないことが認められたも
のの、摘出物には生体外期間に関連して相当量の
表面酸化が発生していた。架橋密度の減少も測定
された。こういった影響が発生する原因を説明す
るにあたり、Muratoglu氏は、生体内における
周期的な荷重と、自己由来脂質のXPE表面への浸

透によってもたらされる素材の変化について言
及した。調査した第１世代XPE ４種類すべてが、
同じような影響を受けていた。
Raghu Raman氏（イギリス）は、大骨頭の
使用には、脱臼のリスク減少、解剖学的に好ま
しくない状況下における安定性向上、機能性要
求の強い患者に対する可動域の拡大などの利点
があることを説明した。Raman氏は、219例の
CoC THA（BIOLOXⓇdelta）に関する２年間の Karl Knahr教授、医学博士、オーストリアVienna-Speising
フォローアップ評価の結果を報告した。これらの 整形外科病院第２整形外科部長
症例の94％に36mm径の大腿骨頭、また６％に
40mm径の大腿骨頭が使用された。２例におい 「要求度の高い」若年層患者がいる。個別にアプ
て、それぞれ、人工股関節周囲の破損、および感 ローチすること、処置法の選択に当たっては患者
染が原因で再置換が必要になった。
とともにその患者のニーズに最適な方法を相談
することが重要であることは明らかである。個別
次にRaman氏は、セメントレス標準ステムと、 のコンサルティングと意志決定は不可欠である。
CoCまたはMoMベアリング・カップルを使用し 結局のところ、技術面に加えて、患者自身の期待
た110名の患者について、マッチドペア分析の結 が、術後の患者のモチベーションや満足に影響す
果概要を報告した。３年間のフォローアップ評価 る傾向がある。
の結果、MoMグループの中に、偽腫瘍に関連す
る再置換が１例あった。Ｘ線像上の結果について Martin Ihle博士（ドイツ、ベルリン）
はどちらのグループにも目立った結果は認めら
れなかった。スポーツ活動については、どちらの 次回のEFORT会議は、2011年６月１～４日、
グループの患者も同様に、迅速に問題なく再開で デンマークのコペンハーゲンにて開催の予定。
きた。
www.efort.org/copenhagen2011
George Grammatopoulos氏（イギリス）は、
股関節表面置換術におけるカップのポジショニ
ングの重要性を改めて説明した。インピンジメン
トと端部荷重により、金属摩耗粉のレベルが上が
り、偽腫瘍形成を促進する可能性がある。比較研
究のもと、Grammatopoulos氏は、合併症のリ
スクを最小限にとどめるカップポジショニング
の安全な範囲を明確にしようとした。偽腫瘍形
成を引き起こした31例と、58例のコントロール
とが比較された。カップの設置角と前方開角が
測定された。その結果、設置角の平均は46°、前
方開角の平均は15°、ただし、偽腫瘍グループの
個々の測定値にはかなりのばらつきがあった。望
ましいカップのポジションを満たしているのは、
わずか60％で、手術時の判断の難しさを反映し
ていた。術後のＸ線像で確認したアライメント
と、術中に判断したアライメントには誤差があ
る傾向があり、手術時に考慮すべき要因である。
Lewinnek安全ゾーンとは対照的に、本研究結果
では、最適な手術安全ゾーンが角度比40°／ 25°
（±10°）、その結果の放射線学的安全ゾーンが角
度比45°／ 20°であった。Grammatopoulos氏は、
設置位置不良がもたらす結果の重要性について、
心に留めておくよう聴衆に訴えた。
非常に多くの会議参加者たちが、長期的な成功
を達成するために、素材の性質に加え、手術経験
やスキルの重要性が大切であることを強調した。
慎重な手術計画、軟部組織の処理、生理学的関節
再建に加え、構成部品素材の限界やそれぞれに特
有の性質も考慮すべきである。最新の高性能の素
材を使用する専門家であれば、手術法に対して、
皆同様に厳密な基準を適用するものと期待でき
る。
さらなる要因には、増え続けている活動的で
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プルが使用された。７症例においては、32mm
のメタルヘッドが使用された。手術時の平均年齢
は54.7歳であった。フォローアップ期間の平均
股関節の強直を整復するためのセメントレス は50.4 ヶ月だった。大腿骨近位部に皮質の小び
THAにおけるCoC、CoP、MoPベアリング らん像が発見されたのは、CoCグループではわ
ずか２症例（２％）のみであったが、MoXPEグ
表面に対する５－19年にわたる追跡結果
ループでは８症例（11％）であった。統計的な
Rajaratnam氏ら（オーストラリア）は、股関 有意差は認められなかった。著者たちは統計的有
節強直のためセメントレスで行う再置換術のそ 意差が見られなかったのは、XPEを使用したため
の後について、平均11（５－19）年というこれ ではなかったかと推測している。別の比較研究で
までで最長期間のフォローアップを行い、その結 は、通常のPEが使用された。
こうした初期の結果では、臨床およびX線画像
果を発表した。
15人の患者（男性９人、女性６人）において のパラメータにおける統計的な有意差はどちら
16の強直した股関節がセメントレスTHAに変え のグループにも認められなかった。手術後の平均
られた。再置換手術時の平均年齢は52（16－ HHSはCoCグループで95.1、MoXPEグループ
で93.8であった。
75）歳であった。
著者たちは、CoCベアリング・カップルの将
1993年以前に手術を受けた患者には、MoP
（22.25、28mm）,1993年から1997年の間に手 来的可能性は高く、特に、活動的な若年層の患者
術を受けた患者にはCoP（２８mm）, 1997年以 にTHAを施す場合に適しているようだと結論づ
降に手術を受けた患者にはCoC（28、32mm） けた。
摺動面を使用した。手術後すべての患者におい Bascarevic Z, Vukasinovic Z, Slavkovic N, Dulic B, Trajkovic G,
て動作面、機能面での改善が見られた。９関節 Bascarevic V, Timotijevic S, 人工股関節全置換術におけるアルミ
（８人の患者）にMoPあるいはCoPが適用され ナ・オン・アルミナセラミック対メタル・オン・ハイクロスリンク・
た。６関節（５人の患者）において、最近のX線 ポリエチレンベアリング：比較研究。International Orthopaedics,
撮影で１から３mmの線摩耗が認められた。Ｘ線 2009年11月１日ネット上で発表。（Alumina-on-alumina ceramic
versus metal-on-highly crosslinked polyethylene bearings
像上での骨溶解は3関節に見られた。MoP(22． in total hip arthroplasty: a comparative study. International
25mm)THAを受けた若い女性患者は、移植後５ Orthopaedics, published online on November 1, 2009）
年たって寛骨臼部分に無菌性のゆるみが認めら
れ、再置換術を受けた。最初の手術の際に、この
同 一 患 者 に お け る セ メ ン ト レ スCoCと
16歳の患者が受けたTHAの高度に機能的な要求
CoXPE THAの５－７年成績
に加え、若年性リウマチにより寛骨臼の軟化が比
同一患者におけるセメントレスCoCとCoXPE
較的進んでいたことが重なって、無菌性のゆるみ
が起こったのではないかと著者たちは推察した。 THAを 比 較 し た 研 究 は、 こ れ ま で な か っ た。
最近のフォローアップでは、CoC関節を移植さ Kim氏 ら（ 韓 国 ） は、100人 の 患 者（ 男 性66
れた７人の患者（7関節）において、Ｘ線像上で 人、女性34人）に200件の初回THAを両股関節
の線摩耗、あるいは骨溶解の痕跡は全く認めら に同時に行った後、臨床結果、X線検査結果と骨
れなかった。著者たちはすでに発表したデーター 溶解の度合いを比較した。使用されたのは、ア
Ⓡ
で、平均6.5（５－9.2）年にわたるフォローアッ ル ミ ナ・ セ ラ ミ ッ ク ボ ー ル ヘ ッ ド（BIOLOX
プの結果、CoCセメントレスのTHA（28mm、 forte,28mm）であった。手術時の平均年齢は
32mm）において非常に低い摩耗率が示された 45.3（21－49）歳だった。フォローアップの平
ものについて言及した。＊ 強直した股関節は効果 均期間は5.6（５－７）年であった。
XPEの 線 摩 耗 率 の 平 均 は、 一 年 で0．06±
的にセメントレスTHAに置換して、長期のよい
0.03mm（０－0.08mm）であった。CoCグルー
結果を期待できると彼らは結論づけた。
プにおいて、計測可能な摩耗は認められなかっ
Rajaratnam SS, Sexton SA, Waters TS, Walter WL, Zicat BA,
た。寛骨臼あるいは大腿骨部品の無菌性のゆるみ
Walter WK. 股関節強直に対する骨セメントレス人工股関節全置換術
はどちらのグループにもなかった。術前・術後の
の 長 期 的 結 果。Hip Int 2009；19（2）：120－127（Long term
HHSは、両方のグループとも有意差を示さなかっ
results of cementless Total Hip Replacement for reversal of
hip ankylosis. Hip Int 2009; 19（2）: 120–127）
た。機能的活動については、どちらのグループも
＊
Lusty PJ, Tai CC, Sew-Hoy RP, Walter WL, Walter WK, Zicat
同様であった。CoCとCoXPE THAは優れた臨
BA. セメントレス人工股関節置換術における第三世代セラミックオン
床結果、X線検査結果を残した。こうした結果は、
セラミック摺動面（Thirdgeneration alumina-on-alumina ceramic
患者たちに良好な予後を示唆するものであった。
bearings in cementless total hip arthroplasty). J Bone Joint
著者たちは、この短期間のフォローアップを終
Surg (Am) 2007; 89（12）： 2676–83
えた時点で、無菌性のゆるみや合併症併発率に
おいて差異が出ることはないであろうと結論付
同一のセメントレス人工股関節システムに
けた。このようなTHAの長期にわたる成果を評
おけるCoCとMoXPE ４年成績－無作為に
価するには、さらに長い時間をかけてのフォロー
抽出した症例での比較と将来性の考察
アップが必要である。
Bascarevic氏ら（セルビア）は、手術時の平
Kim YH, Kim JS, Choi YW, Kwon OR, アルミナ・オン・アルミナ
均年齢が54.7歳の150人の患者を評価した。78 ベアリングとアルミナ・オン・ハイクロスリンクポリエチレンベア
人の患者（82個の股関節）が属するグループでは、 リング同時人工股関節全置換術における中間結果（Intermediate
CoCアルミナ・ベアリング・カップル（28mm） Results of Simultaneous Alumina-on-Alumina Bearing and
が使用された。72人の患者（75個の股関節）が Alumina-on-Highly Crosslinked Polyethylene Bearing Total Hip
属する対照グループでは、MoPベアリング・カッ Arthroplasties.）。J Arthroplastry 2009；24（６）：885－891

抄録
抄録：プレスフィット・カップ

スクリューは固定性を高めるのか？
ドイツ、デュッセルドルフにある整形外科大学病院研究チームの最近の研究結果に
よると、スクリュ－を併用しても寛骨臼カップの安定性が高められるわけではない
ことが、
再確認された。プレスフィット・カップにスクリューを併用する理由は主に、
外科医がより安定した状態を得ようと努力することにある
抄録
固定性を増すためにスクリューを抄録併用した場合のプレスフィット・カップの移動パターン
Marcus Jäger、Christoph Zilkens, Sima Djalali, Bemd Bittersohl, Clayton
Kraft, Rüdiger Krauspe
序説：
最初の人工股関節全置換術(THA)で、セメント
レスポーラスコートカップをネジで固定するこ
とには、未だ議論がある。この研究の目的は、最
初の寛骨臼移植の安定性と、その後、ネジで固定
された寛骨臼部品を持つ寛骨臼移植がどれだけ
移動したかを評価して、セメントレスTHAの初
期固定性にスクリューが必要かどうかの疑問に
答えることである。
方法：
予測研究の中で、セメントレスポーラスコー
トカップによる初回THAを受けた102人の患者
（107個の股関節）をフォローアップした。 患
者たちは６－12週間、６－12ヶ月と、その後も
毎年フォローアップされた。平均フォローアップ
年数は2.6±1.7年であった。シングルフィルム
分析法（Einzel-Bild-Röntgen-Analyse＝EBRA)
-デジタル・メソッドにより、総数428の標準化
されたX線画像が解析された。さらに、最近のフォ
ローアップで、ハリス・ヒップ・スコア（HHS,
０－100）が評価された。
※http://geometrie.uibk.ac.at/Forschung/
ebra/EBRA-HELP.htm

結果：
101（94.4％）件の移植において、寛骨臼部
品は1mmを超える有意の移動を示さなかった。
６（5.6％）件の移植において、１mmを超え
る移動が見られた：３件（2.8％）において、フォ
ローアップの間に移動が進み、ついには無菌性
のゆるみのために再置換術をするに至った。３
件において、移動は止まり、カップは安定した
とみなされた。カップの移動が無かった個人の
平均HHSは78.4±22.9であったが、一方１mm
を超えるカップ移動を示した患者の場合は53.3±
24.2であった。統計的分析では、未来に起こる
移動を予測できるような手術前のパターンは明
らかにならなかった。
議論と結論：
我々の所見によれば、最初のTHAでセメント
レスポーラスコートカップをスクリュ－で固定
しても、カップの移動は防止できないということ
が示された。
出典：EFORT, Abstract F 240, Madrid, ２－５June 2010

さらなる参照：
Lukoschek M. プレスフィットカップの固定性におけるスクリュー併用の利点と欠点（Vor-und Nachteile zusätzlicher Schrauben
bei der press-fit-Verankerung der Pfanne）. C. Perka, H. Zippel（Hrsg.）. 人工股関節置換術における最近の傾向と議論（Trends
und Kontroversen in der Endoprothetik des Hüftgelenkes）. Einhorn-Presse Verlag, 2002：123－126
Roth A, Winzer T, Venbrocks R. Press－fit－Verankerung der Pfanne–Wieviel Stabilität bracht wir? C. Perka C, H.Zippel
（Hrsg.）. Trends und Kontroversen in der Endoprothetik des Hüftgelenkes. Einhorn-Press Verlag, 2002：118－122
Sharp R.J., O’ leary ST, Falworth M, Cole A, Jones J, Marshall,RW. ハイドロキシアパタイトコーティングあるいはポーラ
スコーティング・セメントレスC-fit THAの成績分析（Analysis of the results of the C-fit uncemented total hip arthroplasty in
young patients with hydroxyapatite or porous coating of components）。J Arthroplastry ５,2000，627－634

頭字語：
ALVAL
ARMD
CoC
CoM
CoP
CoCr
CoCrMo
EBRA
HHS

＝Aseptic lymphoctic vascultis associated lesion 無菌リンパ球血管炎
に関連した組織障害
＝Adverse reactions to metal debris 金属破片反応
＝Ceramic-on-ceramic セラミック・オン・セラミック
＝Ceramic-on-metal セラミック・オン・メタル
＝Ceramic-on-polyethlene セラミック・オン・ポリエチレン
＝Cobalt chronium コバルト クロニウム
＝Cobalt chronium molybdenum コバルト クロニウム モリブデン
＝Einzel-Bild-Röntgen-Analyse シングルフィルム分析法
＝Harris Hip Score ハリス・ヒップ・スコア

ＨＲ
ICP-MS

＝Hip resurfacing 股関節表面置換術
＝Inductively coupled plasma-mass-spectrometry 誘導結合プラズマ質
量分析
MoP
＝Metal-on-polyethelene メタル・オン・ポリエチレン
MoM
＝Metal-on-metal メタル・オン・メタル
JIA
＝Juvenile idiopathic arthritis 若年性特発性関節炎
MRI
＝Magnetic resonance imaging MRI：磁気共鳴画像法
THA
＝Total hip arthroplasty 人工股関節全置換(術)
UHMWPE ＝Ultra high molecular weight polyethylene 超高分子量ポリエチレン
＝Crosslinked polyethylene クロスリンク（架橋化）ポリエチレン
XPE

17

再置換術
ステムを抜去しない再置換術

BIOLOXⓇOPTIONで広がる選択肢
インプラントのゆるみ

最適な再置換術

初回置換術後の患者、特に年齢の若い患者のう
セラミック製再置換用ボールヘッド
ちの何パーセントかは、年齢とともに一回以上の （BIOLOXⓇOPTION）は、人工股関節再置換手術
再置換術が必要となる事態を避けられない。実 後に摩耗から起こる骨溶解の発生率を大きく下
際、人工股関節再置換術はすでに、すべての人工 げる。
股関節手術の約20％を占めている。１ 成績不良例
の原因としては無菌性のゆるみが最も多い。ス ● カ ッ プ を 再 置 換 し、 し っ か り 固 定 さ れ た ス
ウェーデンの股関節レジストリーデーターベー テ ム は そ の ま ま と す る 場 合、 外 科 医 に はCoP,
スにおいては、無菌性のゆるみが再置換術理由全 CoXLPEあるいはCoCベアリング・カップルを
体の75％を占めている。２ さらに、寛骨臼カップ 使用するという選択肢がある。従って、最初の人
部品はステム部品の二倍も影響を受けている。他 工股関節置換術で使われたベアリング・カップル
の要因の中では、これはPaprosky Ⅲ型の骨欠損 よりも、摩耗に対する抵抗度のより高いベアリン
３
グ・カップルに変更することができる。
が急激に増加することと関係している。
● 脱臼のリスクを低くするために、外科医には、
ベアリング・カップルは再置換率に影響を与え 直径のより大きなボールヘッドに変えるという
る主要要因の一つである。最も摩耗しやすい部品 選択肢が与えられている。
はポリエチレン製のものである。摩耗からくる骨 ● BIOLOXⓇOPTIONは、セラミック部品の破損
溶解や移植のゆるみは、長期間に渡る移植の成功 という万が一の場合に対しても、安全な解決策を
を妨げる
提供できる。

Ⓡ
体内で10年使用後の、MoPベアリング・カップル。ポ BIOLOX OPTIONシステムを使用した再置換術
リエチレンの摩耗、ライナーテーパー部分の損傷、金
属摩耗粉の付着が著しい。患者は軋み音（squeaking）
があると訴えていた。

出典：Ceram Tec GmbH

初回手術への拡大応用

より広いネック長の選択
手術中にステム・テーパを不用意に損傷して
し ま う こ と が あ っ て も、 外 科 医 は、BIOLOX Ⓡ
OPTIONシステムを使うことで対応できる。
●
●

テーパの直径（mm）
８ ／10

10／12

12／14

18

直径28mm—44mmのボールヘッドと長さがS, M, L, XLの
ネック。最適なオフセットが選択可能

テーパの角度
５° 46′
６°

５° 46′

ヘッド直径

28mm

32mm

36mm

40mm

44mm

BIOLOXⓇ
ⓓⓔˡⓣⓐ

材質と構造
BIOLOXⓇOPTIONシステムは二つの部品から
できている：セラミック製のボールヘッドとチタ
のスリーブである。スリーブはヘッド内におさま
り、ネック部分にはみださないデザインであるた
め可動域は制限されない。スリーブはチタン合
金、TiAl6V4でできている。この材質は置換術で
の実績が実証されており、ステム・テーパが軽度
に損傷した場合に使用し＊、ボールヘッドの内側
に均等に負荷を配分することができる。
ボールヘッドは高性能セラミックBIOLOXⓇ
delta製であり著しい破損強度、破損耐性を有す
る材質である。マイクロクラックが発生した場
合、クラックの拡大を防ぐようエネルギーの軽
減・吸収を行う二種類の機能により材質構造は強
化されている。BIOLOXⓇdeltaは、クラックの伝
播に抵抗し、阻止する点において、他のセラミッ
ク材質よりもはるかに威力を発揮する。

BIOLOXⓇ
ⓕⓞⓡⓣe

PE/XPE

BIOLOXⓇⓕⓞⓡⓣⓔ

BIOLOXⓇⓓⓔˡⓣⓐ

ポリエチレン/XPE

間に起こるミクロレベルの動きのことであり、摩耗粒子と新しく変えられ
た金属表面の双方が摩耗し、腐食することにつながる。こうした条件下で
は、ベアリング・カップルの摩耗が著しく増大する可能性がある（サード
ボディ・ウエア―third body wear）。
また、フレッティングが起こると患者が動き回る時に繰り返し負荷がか
かり、そのため腐食由来の割れ目が大きくなり、伝播することもある（疲
労によるクラックの伝播）。研究の結果、BIOLOXⓇOPTIONシステムの場合、
ステムがCoCrあるいはチタニウムであっても、フレッティングによるマイ
ナスの影響は現れないことが、明確に実証された。

材質の組み合わせ
トライボロジーの観点から見ると、BIOLOXⓇOPTIONボールヘッドは、
ポリエチレン・ライナー、ハイクロスリンクのポリエチレン・ライナーと
同様に、BIOLOXⓇ・ファミリーに属するすべてのセラミックライナーと組
み合わせて使うことができる。
サージカル・ライヴ・トレーニングDVD（Surgical Live Training DVD）には、さら
なる情報が含まれています。ご希望の方は、同封の申し込み用紙を使ってご注文下さい。
文献：

CatonnéY, Lazennec JY, Nogier A, Foumiols E, Masson B. メタル・オン・メタルTHR成績不良例に対する再置換術の戦
略（Revision strategy after metal on metal THR failure:Conversion to ceramic on ceramic. Benazzo F, Falez F, Dietrich
M（eds）. 人工股関節置換術におけるバイオセラミックスと新しい摺動面（Bioceramics and Alternative Bearings in Joint
Arthroplasty）, Steinkopff Verlag Darmstadt, 2006：141–144）

有効性が実証されたテーパーロックによりボールヘッドとチタ
ン製スリーブを固定する。

確実なテーパーロック
BIOLOX Ⓡ OPTIONシ ス テ ム で 使 わ れ て い る
ボールヘッドは、その開発過程で広範囲なテスト
を重ねてきた。通常の強度テスト(破砕負荷と金
属疲労)に加えて、システム開発担当者たちが力
を注いだのは、セラミック製ボールヘッドを、メ
タル・ステムの上に装着するスリーブに強固に固
定させることであった。テストは最適なメカニカ
ル固定を確立し(プル・オフテスト、ロ－テーショ
ンテスト)、フレッティング現象を防ぐために行
われた。
ステムテーパーの損傷が著しい場合はBIOLOX OPTIONシス
テムの適応対象外

＊

Ⓡ

フレッティングとは、二つの（金属）表面の

Güttler T. BIOLOXⓇOPTION再置換ヘッドの経験（Experience with BIOLOXⓇOPTION revision heads）. Benazzo F, Falez F,
Dietrich M（eds）. 人工股関節置換術におけるバイオセラミックスと
新しい摺動面（Bioceramics and Alternative Bearings in Joint Arthroplasty）、Steinkopff, Verlag Darmstadt, 2006, 149
－54
Knahr K, Pospischill M 関節材質の点から見た人工股関節全置換術における再置換戦略（Revision strategies in total hip
arthroplasty with respect to articulation materials)。Benazzo F, Falez F, Dietrich M（eds）. 人工関節置換術におけるバ
イオセラミックスと新しい摺動面（Bioceramics and Alternative Bearings in Joint Arthroplasty）、Steinkopff, Verlag
Darmstadt, 2006：163－168

Knahr K, Pospischill M 人工股関節再置換術におけるヘッドとインレイの交換戦略（Strategies for Head and Inlay
Exchange in Revision Hip Arthroplasty）。Chang JD, Billau K（eds）, 人工関節置換術におけるバイオセラミックスと新しい
摺動面（Bioceramics and Alternative Bearings in Joint Arthroplasty）、Steinkopff Verlag Darmstadt, 2007：275－280

Pignatti G, Stagni C, Dallari D, Bochicchio V, Raimondi A, Giunti A. 人工股関節再置換術におけるモジュラー・ネッ
クとセラミック・オン・セラミックカップリング（Modular neck and ceramic on ceramic coupling in revision total
hip arthroplasty）。 Benazzo F, Falez F, Dietrich M（eds）. 人工関節置換術におけるバイオセラミックスと新しい摺動面
（Bioceramics and Alternative Bearings in Joint Arthroplasty）、Steinkopff, Verlag, Darmstadt, 2006：145－148

Lazennec JY, Boyer P, Rousseau MA, Rangel A, Ducat A Sariali E. アルミナマトリックス複合体の再置換用ボール・ヘッ
ドの使用戦略と臨床結果：２年のフォローアップによる予備的研究。Cobb J（ed）. THAベアリングにおける最新の傾向―材質と
臨床成果、Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2010：103－106
参照：

1
Elke R, Morscher E, Schwaller C, Zimmerli W, Tschauner C（Hrsg.）レビジョン用インプラント
（Revisionsendoprothetik）。整形外科と手術手技－骨盤・股関節（Orthopädie und Orthopädische Chirugie–Becken,
Hüfte）. 2004：382－409
2
スエーデン人工股関節レジストリー（The Swedish Ｎational Hip Register），年次報告（Annual Report）2008
3
Moskal JT, Shen FH, Brown TE. カップ側のみ再置換された、再置換術時ゆるみがなかったステムのその後：６－12年に
わたるフォローアップ研究。 J Bone Joint Surg Am 84；2002：250－255
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症例報告
再置換術の戦略

BIOLOXⓇOPTIONを用いた股関節再置換術の症例報告
L. Zagra氏 MD
症例１：CoP THA後のカップの
ゆるみに対するCoCへの再置換術
診断：
49歳の男性で、28ｍｍCoP（図１）を用いた左THAの施術後、11年を
経ている。全全荷重による股関節の痛みを訴える。CTスキャン画像上、カッ
プのスクリュー周囲および大腿骨近位部における骨溶解が明らかである（図
２a- ２c）。
１

Luigi Zagra博 士 は、 イ タ リ ア、 ミ ラ ノ
の Istituto Ortopedico Galeazzi IRCCS
の股関節科の人工股関節手術を専門とす
る 整 形 外 科 医 で あ る。 博 士 はEuropean
Hip Society（次期会議は2010年９月22
～20日 ―22日、 ミ ラ ノ ） の 学 会 長 で あ
り、 ま た、2002 年 以 来 Società Italiana
dell’ Anca (Italian Hip Society)を率いて
い る。 博 士 は “European Orthopaedics
and Traumatology（ ヨ ー ロ ッ パ の
整 形 外 科 学 及 び 災 害 外 科 学 ）” お よ び
“Orthopaedics Today Europe” 両 誌 の
編 集 委 員 を 務 め て い る。 ま た、Zagra博
士 はRegional Arthroplasty Register of
Lombardia（ROLP） の 理 事 長 で Italian
Arthroplasty Registerと EAR（European
Arthroplasty Register）の科学委員会の
委員でもある。
連絡先：
Dr. Luigi Zagra
Istituto Ortopedico Galeazzi IRCCS
Via R. Galeazzi 4
20161 Milano, Italy
Email：luigi.zagra@rolp.it

術前のⅩ線画像

術後のⅩ線画像

少なくともライナーと大腿部ボールヘッドの再置換術、可能なかぎりカッ
プの交換とhard-on-hardベアリングへの変換が必要である。
治療：
後側方アプローチ。カップは不安定で、ステムはよく固定されていた。ポー
ラスカップを使用したカップ側の再置換術およびBIOLOXⓇdelta ベアリン
グ（Lネックの36ｍｍ BIOLOXⓇ OPTION大腿部ボールヘッド、図３）を
施術。骨溶解部分内の膜様組織を完全にデブリードメントした。
２a

２b

20

３

術前のCTスキャン

２c

症例２：セラミック破損後のCoPへの再置換術
診断：
71歳の女性、CoC（サンドイッチタイプのセラミックライナー）を用い
た右THAを施術後、12年を経ている。突然のノイズと股関節の痛みを覚え
る。図１aは、異常を覚える１年前のＸ線画像で、図１bは、最近のＸ線画
像である。CTスキャンでセラミックライナーの破損が確認された（図２）。
直ちに再置換術が必要で、同時に、このようなケースの多くに、ライナー
とボールヘッドへのダメージがみられるため、ライナーと場合によっては
ボールヘッド交換も必要となる。
１a

異常を覚える１年前のＸ線画像

１b

赤の矢印はセラミックの破損個所を示す

治療：
後側方アプローチを用いる。セラ
２
ミックの破片すべてとライナーの残
りの部分を除去（サンドウィッチは
小さなノミで簡単に除去できる）。
粘膜と細かいセラミックの破損物を
全て除去するために、関節周囲の軟
部組織に対して積極的なデブリード
メントを行い、洗浄をする。カップ
のメタルバックからスクリューを除
去。カップとステムは強固に固定さ
れておりボールヘッドへのダメージ CTスキャン セラミックライナーの破損が確
は肉眼でも明らかで、交換を必要と 認できる
する。脱臼防止にPEライナー及びXLネックの32ｍｍのBIOLOXⓇOPTION
大腿骨ボールヘッドを使用する（図３，４）。
３

BIOLOXⓇOPTIONボールヘッドと、交換し
たライナー

４

術後のX線像

症例３：MoM THAにおける
ゆるみに対するCoXPEへの再置換術
診断：
72歳の女性、重度のアルツハイマー病を患っ
ている。他に合併症はない。MoMベアリングを
用いた左THAを施術後、２年を経ている（図１）。
患者は手術以来痛みを訴え、現在では体重をかけ
ての歩行が非常に困難である。カップは完全にゆ
るんでいるようであり寛骨臼に骨溶解がみられ
る。
カップの交換を必要 １
とする。ステムはよく
固定されているようで
ある。この患者に関し
ては、神経性疾患のた
め充分なコンプライア
ン ス が 望 め な い こ と、
現時点ですでに大骨頭
径のメタルヘッドが使
用されていることか
ら、術後の脱臼のリス
クが懸念される。こう
した理由から、別の大
型のボールヘッド、ま
たはダブルモバイルベ
アリングの適応が考え 術前のX線画像
られる。
治療：
後側方アプローチによるカップ再置換術を行
う。 サ イ ズ54の ス フ ェ リ カ ル・ ポ ー ラ ス カ ッ
プ とXPEラ イ ナ ー を 用 い る。 ス テ ム の 固 定 性
は良好、メタルヘッドをXLネックの36ｍｍの
BIOLOXⓇOPTIONボールヘッドに交換する。直
後に全体重をかけても痛みはなく、また、脱臼も
起こらなかった。軟部組織にメタローシスが残存
している（図２）。
２

術後のX線画像
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症例報告（続き）
再置換術の戦略

BIOLOXⓇOPTIONによる股関節再置換術の症例報告
F. Thorey氏 MD, PhD
症例１：CoP THA後に発生した
カップのゆるみに対するCoCへの再置換術
診断：
45歳の女性で、BMI27、二次性変形性股関節
症に対する初回THAを施術後、７年を経ている。
BIOLOXⓇforteボールヘッド（32ｍｍ）、PEイン
サート（ライナー）が用いられており、カップに
無菌性のゆるみがみられる（図１）。
１

Fritz Thorey博士は、ドイツのHannover
医科大学における整形外科クリニックの関
節形成・再建科の顧問整形外科医である。
博士はGerman Society of Orthopaedics
and Orthopaedic Surgery (DGOOC)の
会員で、基礎研究部で活動している。博士
は、また、最小侵襲関節形成、人工股関節
再置換術、およびナビゲーション手術に関
するワークショップの講師を国内外で定期
的に務めている。Thorey博士は、これまで
に国際会議で90以上のプレゼンテーション
を行い、50以上の学術論文を発表している。
その多くは人工股関節置換術に関するもの
である。
連絡先：
PD Dr. med. Fritz Thorey
Orthopädische Klinik der
Med. Hochschule Hannover
Diakoniekrankenhaus Annastift gGmbH
（DDH）
Anna-von-Borries-Str. 1–7
30625 Hannover, Germany
T e l.：+49-511-5354 545
Fax.：+49-511-5354 682
Email：fritz.thorey@ddh-gruppe.de

術前のX線画像

治療：
この診断に対する外科的治療手順：カップの除
去、滑膜切除、可能であればPE片の除去、洗浄。
再 置 換 術 後： 臼 蓋 前 方 に 骨 欠 損 が あ る た め
ス レ ッ ジ タ イ プ の カ ッ プ を 使 用、 移 植 骨 用 の
スクリューと側方の骨、およびBIOLOXⓇforte
イ ン サ ー ト（ ラ イ ナ ー） を 除 去 し、BIOLOX Ⓡ
OPTIONボールヘッド（32ｍｍ、サイズM）を
使用。12 ヶ月後のＸ線像では 経過良好である
（図２）。
２
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術後のX線画像

症例２：反復性脱臼に対するCoPへの
再置換術（臼蓋形成不全用ライナー）

症例３：セラミック破損後のCoPによるショートステムイン
１
プラントへの再置換術

診断：
76歳 の 男 性 でBMI32、 ６ 年 前 に 後 方 ア プ
ローチで初回THAを施術、スレッジタイプカッ
プ、BIOLOX Ⓡ forte ボ ー ル ヘ ッ ド（32 ｍ ｍ ）、
BIOLOXⓇforteインサート（ライナー）を用いる
も、右股関節の後方脱臼を繰り返す（図１）。

診断：
60 歳 の 男 性 で、BIM29、14 カ 月 前 に 初 回
THAを施術、ショートステム、スレッジタイプ
カップ、BIOLOXⓇforteインサート（ライナー）、
BIOLOXⓇforteボールヘッド（32ｍｍ）を用い
ている（図１）。

１

ヘッド中心の偏位、外傷によるインサート（ラ
イナー）の破損、股関節にセラミック片がみら
れる（図２，３）。
２

初回手術後のＸ線像

３

術前のX線画像

治療：
BIOLOXⓇforteボールヘッドとBIOLOXⓇforte
インサート（ライナー）を除去、ロング・ポス
テリオール・ウォール・ライナー（非対称性ラ
イナー）を使用して脱臼を防止する。BIOLOXⓇ
OPTIONボールヘッド（32ｍｍ、サイズＬ）を
施行。９ヶ月後のＸ線像上経過は良好である（図
２）。

２

治療：
この診断に対する外科的治療手順：セラミック片の完全除去、洗浄、術
中透視を行いセラミック片を可及的に発見する。
外科的手法および手順：滑膜切除を行い、カップにダメージがない場合
はセラミックインサート（ライナー）を、カップに軽度のダメージがある
場合はPEインサート（ライナー）を使用。
再置換後：PEインサート（ライナー）（カップはそのままとした。テー
パーにはごく軽度のスクラッチのみ）、BIOLOXⓇOPTIONボールヘッド（32
ｍｍ、サイズM）を使用。周囲軟部組織にセラミック片が残存。７ヶ月後
のＸ線像では 経過良好である（図４，５）。

４

術後のX線画像

５
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書評
THAベアリングにおける最近の傾向
Miquel Pons氏による書評

Justin P. Cobb教授は、序論でこの本の出発点を明示している。即ち、
「股関節置換は現在可能な最も安価な手術法のひとつに過ぎない」残念なが
ら、完璧な股関節全置換などというものは存在しない。大体において良好
な結果も、ベアリング・カップルがインプラント・骨接合部を破壊し、無
菌性のゆるみを誘発することから来る摩耗粉の問題により損なわれてしま
う。従って、ベアリング・カップルの設計と材質における進歩が今後最重
要視される。
この本では、国際的に著名な研究者たちが、人工股関節置換術における
セラミックベアリングに関する最新の知識を披露している。扱われている
トピックは、ベアリングの組み合わせと適応、手術成功のための基本条件、
材質、技術及び臨床上の問題点、ノイズとその関連事項などである。いく
つかの章では、生体内外のトライボロジー研究を扱っている。これらはセ
ラミックだけでなく、金属やポリエチレン、セラミックにおける長期効果
に関するものを含む。最終章では、今後の進展と適用について広範囲に及
ぶ展望が記されている。
掲載されている論文の多くは証拠レベル２または３に該当し、長期臨床
結果を示すものである。また、論文は全て要約、材料および方法の記述、
結果と結論を含むので、包括的かつ分かりやすい内容となっている。図や
表も数多く掲載され、理解を助けている。掲載されている参考文献の数は
多く、この本はCD化もされている。
Justin P. Cobb教授は、ロンドンのImperial Collegeにおける整形外科
科長であり、Imperial Collegeの分校にあたるAcrobotの理事会メンバー
でもある。また、英国空軍における整形外科学の文民アドバイザーも務め
ている。Justin P. Cobb教授は、King Edward VII 病院のスタッフでもあ
り、王室付き整形外科医である。教授の主要な専門分野は手術の的確さと
精度、関節面モデルの作成、損傷した関節の再建、対費用効果分析、コン
ピューター支援手術などである。
この本は、股関節形成に用いるセラミックに焦点を当て、ベアリングの
材質に関する貴重な概要を提供するもので、ベテランの外科医にも、若手
の医師や研修医にも有用である。セラミックのベアリング・カップルに経
験を持つ整形外科医は、この手法を継続するのに充分な根拠をこの本の中
に見出すだろう。
若手の医師およびセラミックに疑問を持つベテランの医師は、この本が
彼らの疑問の多くに答えるものであることを理解するだろう。この本は、
セラミック以外の他のベアリング・カップルを支持する医師たちに、かれ
らの選択に関する再考を促すだろう。
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