
整形外科用セラミック

!"#$%"&'

編集部 !

品質第一
Richard H. Rothman医学博士へのインタビュー !

米国でのセラミックス使用の状況
活動的な若年層患者における"#"$%&'施行例の結果 (

CCJR冬期大会　2010
学会のハイライト )

合併症
破損率が低い*+,-,./大腿骨ボールヘッド 00

整形外科というより老人整形外科？
Fritz-Uwe Niethard博士へのインタビュー   01

基礎科学
セラミック使用の臨床結果 0(

症例報告
臼蓋形成不全に対する"#"ベアリング !!

2010年度Heinz Mittelmeier学術研究賞
“234$567$2589:”に関する研究 !1

整形外科医療状況の情報誌

2011年  １号

!"#$%&'()*(!+,$-%.医学博士



!

インタビュー

博士が関節形成術を始めたのはいつ頃でしょうか？
　医学教育課程を修了直後にJohn Charnleyのこ
とを聞き、1970年米国の他の若手外科医と共に
Wrightington（イギリス）を訪ねました。我々は彼の
信条と技術を米国に持ち帰ったのです。私は帰国後ほ
どなくしてフィラデルフィアで、当時の最新の股関節
置換術を初めておこないました。その後約10年間にわ
たってCharnleyの股関節全置換術を行いました。痩身
の年配女性の手術には細心の注意を払いましたが、彼
女達にとって手術の結果は非常に満足のいくもので、
ほぼ全て大成功と言えるものでした。

博士はそれ以来どれぐらいの数の関節を置換されてき
ているのですか？
　概ね２万５千関節です。といっても関節置換術が開
始された初日からその現場にいて、以来それに専念し
てきたわけですから、そんなに驚異的な数字というわ
けでもありませんよ。私は長生きしていますし、既に
引退してしまっている多くの研修医達や同僚達よりも
長く働いています。それに今でも年間約800件の股関
節や膝関節の置換術を行っているのですから。

Rothman Institute創立に至るまでのいきさつを御聞
かせ願えませんか？
　最初のきっかけは、こういう例は非常によくあるこ
となのですが、大成功を収めた実業家であり慈善家で
もあるWalter Annenberg 大使との出会いです。彼は
両側の股関節症を患っており、1970年代初頭に股関節
置換術を行いました。すると彼がプライベートな場で、
私の目標や最もやりたいと思っていることは何かと尋
ねてきたので、私が整形外科手術専門の病院を創設し
たいと答えたところ、彼は病院の創立資本となる数
百万ドルの基金を寄付してくれたのです。

それ以来Rothman Instituteは成功手術件数の連続記
録を打ち立てていますが、その秘訣を教えて頂けませ
んか？
　多くの良き事の場合と同様に、秘訣は単純明快です。
私は自分の単純な信念をかたくなに守り続けている単
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読者の皆様へ
　「品質第一」。これこそがRichard Rothman
教授の指導原理かつ信念でもあり、フィラデ
ルフィアにあるRothman Instituteを世界で
も有数の人工関節センターにしたのです。私
たちのインタビューの中で、教授はこの信念
や他の成功の秘訣を語っています。

　品質というのは、患者に対して責任を負う
ということに他なりません。これはまた、セ
ラムテック社における最も重要な指針でもあ
ります。私たちの品質水準や35年以上に及ぶ
経験が、600万個以上のBIOLOXⓇコンポーネ
ントの販売実績をもたらし、関節形成術にセ
ラミックスを取りいれることに成功してきた
のです。

　私たちが現状に留まることはありません。
私たちはこれまで培ってきた経験や技術の全
てを、市場の時流に迎合することなく新たな
製品開発に費やして参りました。医療の現状
に即した新たな応用の機会に応えていくこと
が私たちの使命であるからです。
　多くの方がまだ「新」素材だと思ってい
るBIOLOXⓇdelta を開発するために私たち
は10年以上の歳月をかけました。BIOLOXⓇ

deltaが完成したと私たちが確信した2003年
になってようやくそれは市場に登場したので
す。この高性能セラミック素材から作られた
高品質のボールヘッドの販売実績は、2010
年度の末で100万個以上におよんでおります。

　この冊子をご一読いただければ幸いです。

Heinrich Wecker

セラムテック株式会社
中央・東ヨーロッパ医療製品部門
マーケティング／セールス部長
Heinrich Wecker

品質第一
Richard H. Rothman 医学博士への
インタビュー
Richard H. Rothman 医 学 博 士 は
Rothman Instituteの創立者であり、ペ
ンシルベニア州フィラデルフィアにあ
るトーマス・ジェファーソン大学のジェ
ファーソン医学部整形外科学科の教授で
ある。博士は整形外科医療の先駆者であり、
関節置換術において国際的な名声を博し
ている。
Rothman Instituteは、最も成功した
最大規模の手術件数を誇る世界有数の
整形外科病院である。セラニュースは
Rothman教授に、自身の病院の歴史やそ
の哲学理念、成功の秘訣や関節形成術のポ
イントにつきインタビューをおこなった。
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純な人間なのです。原則は、質を最優先することです。
質対利益という論争になれば我々は必ず質の側に立ち
ます。これは陳腐で非現実的なことのように思えるか
もしれませんが、実は非常に大切なことなのです。皮
肉なことですが、質を最優先することが、結局長い目
でみれば利益をもたらす結果になるのです。二番目の
原則は（患者に対して）思いやりの気持ちを抱くとい
うことです。短期的には、患者は自分に施された股関
節置換術が成功したかどうかを計り知ることはできま
せん。しかしながら患者はすぐに自分のことを人間と
して気遣っているかどうかを計り知ることはできるの
です。我々は、外科医であれ看護師であれ、あるいは
秘書や電話の交換手であれ、包容力のある人物でなけ
れば決して雇用しません。今日まで、人々はこの巨大
なオフィスにやって来て待合室に何百人もの人々がい
るのを目にし、それにもかかわらず彼等が愛情を持っ
て遇されていることを知った時、驚嘆の念を抱きます。
そのことが、我々が成長し成功を遂げるうえで何より
も決定的に重大であった、と私は考えます。三番目の
ポイントは料金が手頃なことです。我々が開業した当
時は骨セメントの使用には連邦食品医薬品局（FDA）
の認可が必要であり、フィラデルフィアで認可を得て
いたのは唯一我々の病院のみでした。しかし我々はこ
のことを利用して価格の上乗せなどは行いませんでし
た。我々は全ての患者に同じく適額の医療費負担を御
願いしました。このことも、長い目でみれば、我々の
無報酬で教えたり研究したりする活動を人々が大変寛
大に支援してきてくれたのですから、結局はうまくいっ
たわけです。我々は長期にわたって地域社会から大き
な支援を受けてきているのです。

「短期的には、患者は自分に施された
関節置換術が成功したかどうかを計
り知ることはできません。しかしな
がら患者は直ちに、自分が人間とし
て気遣われてるかどうかを計り知る
ことはできるのです。」

Rothman Instituteの現在の主要な活動について御聞
かせ下さい。
　昨年我々のオフィスを訪れた人は30万人に上り２万
件以上の手術を実施しましたが、そのうち８千件は関
節置換術でした。我々の診療業務は多忙をきわめてい
ますが、一方で学術研究への関心も無視できません。
それ故、何よりも先ず優秀な外科医であり優秀な内科
医であると同時に、臨床や基礎科学研究分野、および
教育分野にも大きく注目しています。我々は国内のど
の整形外科学科よりも多くの臨床研究論文を発表して
います。

Rothman Instituteと大学とはどのような関係なので
しょうか？
　民間企業が学究的な医療センターの中で整形外科の
診療業務を行なうというのは大変ユニークなことです。
研究や教育の部門においてもスタッフによい刺激と
なっている点を見るかぎり、診療・研究・教育の三分
野全てが民間医療あるいは企業モデルとして機能して
いることを、我々は証明できたと思います。

博士の研究活動の後ろ盾となっている人的資源につい
て御聞かせ下さい。
　Javad Parviziによって率いられている我々の臨床研
究部門には14人のスタッフがいます。分子生物学者の
Irving Shapiroによって率いられている基礎科学部門
には60人以上の研究者が在籍しています。我々は、整
形外科にとって有用な事柄のみならず基礎原理を理解
することにも大いに係わり合い、力を注いでいるのです。

博士御自身が自ら研究活動の幾つかに参加されること
はあるのでしょうか？
　私は全てに関心を抱いてはいますが、そのうちのど
れにおいても精通した専門家というわけではありませ
ん。現在私は研究や治療法の計画（プロトコル）を新
しく開発することに力を注いでいて、基礎よりも臨床
研究の方に専念しています。とはいっても私も博士号
を取得しているわけですから、ずっと昔にはかなりの
量の基礎科学を研究しましたよ。

Richard H. Rothman医学博士
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インタビュー（続き）

Rothman Instituteはまた効率的で良いビジネスモデ
ルを持っているという評判ですが、この点に関して最
も重要な側面は何でしょうか？
　ある著名な健康管理行政官の言葉を引用すれば、「利
益がないところに使命はない」ということです。もし
病院が財政的に自立していなければ良い仕事をするこ
とはできません。健康管理を供給する上で大切なこと
は、私が一生ですることを考察することです。我々に
は非常に効果的で諸経費のかからない、質の高いビジ
ネスモデルがあります。私の記憶にある限りの過去に
遡っていえば、活動と収益の両面において年約20パー
セントの成長を遂げてきました。上級管理職の最も重
要な役割は人の雇用です。外科医は教育や研究調査を
行なうことによってではなく、手術を行うことによっ
て収益をあげます。しかし外科医が雇用に長けていれ
ば、教育をしたり知識を増やしたりすることを欲する
DNAをもった人間を雇うでしょうし、そのような人間
は、たとえそれに対する金銭的な報奨がなくてもそう
するものなのです。この場合もまた私のルールは単純
明快です。雇われる人は雇う人より賢明でより勤勉で
あるべきです。もし雇う人よりも賢明でも勤勉でもな
い人を雇ってしまったら、結局最後は雇う人自身がそ
の仕事をやるはめになってしまうのです。一般的に雇
われた人たちの業務達成能力には個人差があります。
集団のなかでは働く人と働かない人が必ずでてきます。
雇う側の人間は、達成能力が高い人間のレベルに全体
のレベルが近づくように、新たな人間を雇っていくべ
きなのです。

しかしそれほど目立ってレベルの高いチームを、博士
はどのようにして率いておられるのですか？
　私は常に言っているのです、Rothman Instituteに
いることは終身刑を宣告されたようなものだと。引退
した医者を除くと、この40年間に恐らく４、５人の内
科医がこの病院を辞職しただけで、他の者はすべて残っ
ています。秘訣はこうです：もしあなたが効果的な指
導者になりたいのであれば、あなたは常にナンバーツー
のポジションにいるべきで、あなたの同僚達より低い
報酬や名声に満足し、仲間達と真に公平に分かち合う
べきです。私は我々のグループの中で稼ぎ頭になった
ことは一度もありませんし、若い指導者を養成して常
に栄誉を分かち合うようにしてきました。最高経営責
任者（CEO）が平均的従業員の70倍或いはそれ以上
の収入を得るのを、私は良しとしません。それは良い
展開ではありません。しかし経営とリーダーシップの
問題に立ち返ると、あなたが優秀な外科医であるから
といって、大手の医療企業を経営する技能を持ち合わ
せていることにはなりません。あなたは実業家として
思考するように訓練されてはいないでしょうし、仕事
に必要なノウハウや語彙もないのです。であるからこ
そあなたは経済的余裕がある範囲内で、ビジネス分野
に才能のある最良の人材を雇用すべきなのです。ビジ
ネスにおける強力な指導者は医療スタッフにとって公
平な判定者であるべきで、大きな組織の安定をはかり、
外科医に自分達の仕事を自由にこなさせるようにする
存在なのです。

それでも医療の部分にもビジネス的側面があるはずで
すが、それに関して最も重要な点はどんなことでしょ
うか？
　効率性全般ですが、特に手術室における効率性には
非常に高い優先順位をつけてきました。多くの病院に

おいて手術枠が率速段階になっています。当院では二
つの手術室を稼働し、通常一日８～ 10件の手術をこ
なしています。そして我々は多くの場合、午後２時半
までに手術を終えています。そしてこの場合もやはり、
大切なのはシンプルさです。我々は午前６時から手術
を開始しますし、丁度オーケストラと同じように、全
員がそれぞれの仕事のプロである専用チームが我々に
はあるのです。麻酔の導入は手術とは別の部屋で行い
ます。シンプルであることに重点をおいているので、
当院の手術室は一般的な手術室よりずっと少ない器材
で済んでいます。私は、「優秀な外科医はシンプルな器
材を好む」と常に言っています。人は何かを補う必要
のある場合に器材を多くするのです。手術は直列では
なく、並列に行っています。看護師は患者が部屋にい
る間に手術の準備ができるし、前の手術が行なわれて
いる間に患者に麻酔をかけることができるのです。更
に我々は何かをしてもらうために誰かを待ったりはし
ません。もし床をモップで掃除する必要があるなら、
手があいていれば私自身が掃除するかもしれません。

博士は「エビデンスに基づく整形外科」についての
Rothman Institute第１回年次総会を2010年５月に
開催されましたが、この分野に携わられる目的は何で
しょうか？
　Rothman Instituteを設立する以前、医師が２～３
人程度の小さなプライベートクリニックで働いていた
時でも大学病院と同様常に全症例をデータベースに記
録し、生涯にわたって追跡調査を行なっていました。

「我々は常に研究のために資金を提供
し『何が最善か、如何にして迅速に
合併症を回避するか』についての知
識を蓄積してきました。」

　フィラデルフィアは人口が非常に安定していて、住
民が生涯フィラデルフィアで過ごす傾向にあるので、
リサーチには素晴らしいフィールドなのです。我々は
常に研究のための資金を出して、「我々は常に研究のた
めに資金を提供し何が最善か、如何にして迅速に合併
症を回避するか」についての知識を蓄積してきました。
現在人工股関節置換術はめざましい成功をおさめてお
り人工関節の材質は素晴らしく、充分な耐久性があり
ます。THAは普通に優秀な医療施設であればどこでも、
施術後10年が経過した時点で99パーセント以上の成功
率を誇っています。これは統計学上では、ほとんど
100パーセントに等しい値です。私のデータ、すなわ
ちセラミック製のボールヘッドとクロスリンクポリエ
チレンのライナーの組み合わせでは、インプラントの
機能停止をエンドポイントとしてサバイバルレートは
術後10年時99.5パーセントを示しています。これ以上
よいデータをだすとすれば統計学上症例数が３万程度
の解析が必要であり現実的ではないと思います。これ
はある種の暗示を含んでいます。関節置換術において、
エビデンスがあるクラシックな手技以外の方法をとろ
うとすれば、事態を良くするよりも悪くする可能性の
方が高いということです。すなわち、何か新しい材質
やデザインが開発された際には、何を目的としている
のか、またそれが現在あるものより良いということを
証明しうる長期成績が存在するのかということを、か
なり明確に把握しておかなければなりません。しかし
決して急ぐ必要はありません。今日、外科医は５ない
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しは10年間のデータを観察する時間的余裕がありま
す。これには一長一短がありますが。

「セラミック製のボールヘッドとク
ロスリンクポリエチレンのライナー
の組み合わせでは、インプラントの
機能停止をエンドポイントとしてサ
バイバルレートは術後10年時99.5
パーセントを示しています」

　若年層の患者もまた同様に、博士が述べられたよう
な良い結果を得ているのでしょうか？
　20年前には関節置換術は、年配で痩身の、いわゆる
多くを求めない患者を対象にしていました。しかしな
がらインプラントやベアリングの質が向上したことで、
我々は関節疾患を抱える、より若年層の患者にも対象
を広げて手術を行い、結果は改善されました。過去の
データをみると若年層の患者、とくに体重の重い若年
男性の場合において不成功率が最も高くなっています。
今ではインプラントはより頑丈になって破損せず、ベ
アリングはより強固になって摩耗しなくなったために、
人工膝・股関節置換術後10年時において満足な結果を
示している若年層の患者が続出しています。

結論としてはどうなるのでしょうか？
　この100年の間に平均余命は30年延びました。デー
タからは平均余命の増加の速度は減少しないようにみ
えます。関節はすりへるのに、人々は活動的に生活し
続けることを願い、人々の要求は増す一方です。私自
身一日に５マイル走り、手術を執刀し、ウエイトトレー
ニングやヨガもしています。私は現在73歳ですが、きっ
と要求の多い患者と思われることでしょう。患者はそ
の上非常に速く回復することを求めます。手術後２週
間で職場復帰を果たす非常に意欲的な専門職の患者も
います。年配の患者でさえもスキーをしたり、走った
り、あるいはテニスをしたいと願います。私はそれで
よいと思います。私はセラミックを使用した人工股関
節置換術を受けた患者に、彼らの望みどおりにスキー
をしたり、テニスのシングルの試合をしたり、あるい
はジョギングをさせています。BIOLOXⓇdelta による
セラミック・オン・セラミックベアリングの破損例は
一度も聞いたことがありません。人は年齢に関係なく
要求や要望を抱くものですが、確かに手術を行なう際
の年齢制限に関しては毎年緩和され、手術を受ける年
齢層の拡がりつつあります。患者が人工股関節置換術
に適する年齢に達するまで待つというのは、もはや賢
明な選択とはいえないでしょう。

「私はセラミックを使用した人工股関
節置換術を受けた患者に、彼らの望み
どおりにスキーをしたり、テニスのシ
ングルの試合をしたり、あるいはジョ
ギングをさせています。BIOLOXⓇ
delta によるセラミック・オン・セラ
ミックベアリングの破損例は一度も
聞いたことがありません。」

　人工股関節置換術のベアリングを選択するためのア
ルゴリズムはありますか？

　金属はポリエチレンの摩滅を加速させることが予測
されるので、金属製のボールヘッドは、明らかに余命
が短期間にすぎないであろう患者にのみ使用します。
セラミック製のボールヘッドには耐久性があり、ポリ
エチレンの摩滅を減少させると予測されます。より長
持ちする人工股関節置換術を行うことはたとえ費用が
多くかかるとしてもその価値があります。とりわけ今
日、破損しないセラミックを使用することは、多くを
求める人々に対して、より説得力があります。メタル・
オン・ポリエチレンまたはクロスリンクポリエチレン
と、セラミック・オン・ポリエチレンまたはクロスリ
ンクポリエチレンとを比較してみれば、セラミック・
オン・クロスリンクポリエチレンが最善のベアリング・
カップルであることは明らかです。

「セラミック製のボールヘッドには耐久性があり、ポリエチレ
ンの摩滅を減少させると予測されます。」

マドリッドで開催された昨年の欧州整形外科学会議
（EFORT）においてBinazzi 教授は次のように発言さ
れました。「ポリエチレンの著しい摩耗を抱えた患者が
絶えないのに、ヨーロッパの外科医は依然としてポリ
エチレンと金属のベアリング・カップルを使用してい
る。このようなことは容認しがたい。」博士も同意見で
しょうか？
　具体的な症例を実際にみてみなければ、どういうこ
とが受け入れがたいのかを話すことは困難です。私は、
85歳の患者に充分な厚みのあるポリエチレンと金属製
ボールヘッドを使用した人工股関節置換術を行うこと
は、全く妥当な解決策だと思います。もし70歳で走っ
たりスキーをしたりする活動的な患者であれば、セラ
ミックあるいはクロスリンクポリエチレンを使用する
ことが妥当であるといえるでしょう。症例をひとくく
りにすることは間違っています。 私なら、高齢の患者
にはメタル・オン・クロスリンクポリエチレンを選択
するでしょうし、活動的な中・高年の患者に対しては
BIOLOXⓇdelta のセラミック・オン・クロスリンクポ
リエチレンを選択するでしょう。若年の患者にはセラ
ミック・オン・セラミックの使用を考えるでしょう。

若年の患者というのはどのような年齢の人のことを指
すのでしょうか？
　年配の患者とはどのような年齢の人を指すかという
質問に答えるのは今日では非常に難しくなってきてい
ます。私たちは皆、100歳まで生きるかもしれないの
ですから。もちろん経験を積めば、その人を見れば多
くのことが分かります。もし彼等が、全般的に元気が
なく、ゆっくりと歩き、ひ弱そうであれば、明らかに
年配者です。私なら彼等の生活様式を調査するでしょ
う。喫煙の習慣があるのかとか、長寿或いは短命の家
族の歴史的背景が存在するのかとかいうことを調べる
でしょう。

ハードベアリングにおけるノイズの発生に関して、博
士の今日における御意見を御聞かせください。
　全てのハードベアリングが、聞き取れるかどうかは
別として、何らかのノイズを発生するということを示
した研究はいくつか存在します。ノイズ には 様々なタ
イプがあるので混乱してしまうほどです。ノイズの原
因は、これまでのところ明らかはなっていません。つ
まり、シェルのデザインに問題があり、ネック部分が
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チタンの部分にインピンジしてチタンの破片が関節面
に入り込むのか、あるいは、合金が問題なのか、テーパー
が問題なのか、あるいはインプラントの設置に問題が
あるのかはわかっていません。私は設置が原因である
とは思いません。我々は広範囲にわたる研究を行い、
設置位置とノイズが無関係であることを示したのです
から。ノイズは、ソケットやステムのデザイン、合金、
テーパー、インプラントの設置位置等を包含する多因
性で複雑な問題なのです。

博士は、メタル・オン・メタル・ベアリングから放出
される金属イオンに関して心配しておられますか？
　 私 はRoss Crawford氏 １ やChitranjan Ranawat
氏２らと共に、メタル・オン・メタルベアリングに対
して注意を喚起する論説を、丁度一年前『Journal of 
Arthroplasty』誌３に掲載しました。世の中には多く
の警告を示す兆候があるからです。オーストラリアの
レジストリーでは、メタル・オン・メタルベアリング
が最も高い不成功率を示していますし、それが表面置
換術と合わさると更に危険性は高まり、若年で活動的
な患者は、THAを受ける場合より、その半分の回数で
二倍の不成功率を示しています。今では、破損したメ
タル・オン・メタルベアリングの再置換術は一般的な
再置換術ほど上手くいかないという明らかなエビデン
スがあります。これらのことが、安全で保守的である
と証明された手法の一つを私が選択する三つの非常に
説得力のある理由です。今日の知識を踏まえたうえで
なお、メタル・オン・メタルを選択しようという人が
いるとは私には思えません。

関節置換術において、患者の体重はどのような影響を
及ぼしますか？
　体重の重い患者はほとんどの局面で危険性を高めて
きたということが、我々にはわかっています。体重が
重ければ、より高い危険性をその人は受け入れている
のだということを、患者に教えなければなりません。
肥満は魅力的なテーマですが、それに対する理解は不
十分であり、現代医学において、ほとんど矯正不能な
最も治療の難しい病気だと言ってもよいでしょう。 
Rothman Instituteでは、食事習慣、および運動と食
事のバランスの改善に関心をもつ人々に、栄養上の助
言を与えています。しかしながらドーナツ一個分のカ
ロリーを消費するためには５マイル（約８㎞）走る必
要があるのですから、減量するには、摂取カロリーを
減らす方がより効果的です。すべての危険要因は体重
に関係しているだけではなく、手術箇所の脂肪の厚さ
とも関係しています。Ranawat博士は自身の講演の多
くにおいて、全体の体重そのものよりも、手術箇所の
脂肪の厚みが何インチあるかのほうが、傷の治癒と感
染症にとってより重大である、と指摘してきました。
体重が400ポンド（約181.6㎏）以上の病的なほど肥
満した患者は、感染症、静脈炎、肺塞栓症などの危険
性が非常に高くなるので、完全に手術の対象外になり
ます。

患者の体重が重いとベアリングの摩耗は速くなるので
しょうか？
　それに関しては、明らかな証拠はありません。恐ら
く体重の重い人ほど活動量が少ないので、関節が速く
すり減ることはないでしょう。私は患者に、「もし減量
できるのなら、手術する日を延ばしましょう」と勧め
ます。患者のうちの何人かは怒って、「人工股関節置換

術を受けたら活動的になり、減量ができます」と言う
でしょう。実際のところは、関節置換術後、三分の一
の患者が減量し、三分の一は体重が増加し、そして三
分の一は同じ体重のままです。

感染症に関する論議は現在一層活発になっています。
Rothman Instituteはこの分野に関して広範囲な研究
をされてきましたが、何か期待が持てるような結果は
得られましたか？
　股関節置換術における感染症の発生率は僅か１パー
セントで、膝関節置換術の場合は、組織がより脆弱な
ため、感染症の発生率は１～２パーセント程度です。
歯などを感染源として、時間が経ってから感染症が発
症する可能性もあります。これは術後期間が経過して
も減少しないリスクであり、発症した患者にとっては、
小さくても悲惨で破滅的と言えます。これに対するア
プローチの一つに、Parvizi博士が開発した、いわゆる
スマート・インプラントといわれるものがあります。
これは、年月が経過してからの問題に対処する能力を
もつインプラントです。例えばTHAを受けて２年後に
患者が歯の感染症に罹り、血流の中でバクテリアが迷
入したとします。インプラントと骨の界面でバクテリ
アが増殖し、感染が発生します。スマート・インプラ
ントには、インプラントの表面に抗生物質が結合して
あるだけでなく、抗生物質の作用がスタートするトリ
ガーも有しています。感染が発症すると、その環境の
pHが下がり、抗生物質とインプラントとの結合が壊れ
ます。そして、活性物質が放出され、感染症を制圧し
ます。このことは既に実験段階では証明されています。
我々はまた、流体中の分子マーカーにも注目していま
す。この方法を使うと、関節が感染症に罹っているか
どうか費用をかけずに素早く診断することを可能にな
り、感染箇所を積極的かつ迅速に治療することができ
ます。幸い迅速かつ清潔・最小限の侵襲で手術を行っ
た場合、感染症はそれほど大きな問題にはなりません。
バクテリアは死んだ組織上や血の集まった場所で増加
します。そのような状態は、下手な手術を行った場合
におこるのです。

 １ Orthopaedic Research Unit at the Prince Charles Hospital,School 
of Engineering Systems at the Institute of Health and Biomedical 
Innovation（Brisbane, Australia）

 ２ Weill Medical College of Cornell University, Lenox Hill Hospital
（New York, USA）Crawford R, Ranawat CS, Rothman RH（2010）
 

３ Crawford R, Ranawat CS, Rothman RH（2010）. Editorial: Metal 
on Metal: Is It Worth the Risk? J Arthroplasty 25（1）, 2010: 1‒2（メ
タル・オン・メタル：リスクを冒す価値はあるのか？）
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図３および４の出典：
Steppacher SD et. Al. In: Cobb（ed.）. Modern Trends in THA Bearings. Material and Clinical 
Performance. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 2010：29f  Springer-Verlagの転載許
可に深謝。

はじめに
　歴史的にみると人工股関節置換術（THA）施
行時に50歳未満の患者はより高齢の患者より失
敗率が高かった。50歳未満の患者に対して行っ
たアルミナ-セラミック・オン・セラミックTHA
を対象とした前向き研究における、サバイバル
レートと臨床結果に関する最新の知見について
報告する。

方法
　手術時平均年齢が41±-7.4歳（18 ～ 49歳の
範囲）、アルミナ-セラミック・オン・セラミッ
クTHAを施行した一連の患者233例273関節に
対して、最低３年から13年間追跡調査を行っ
た。術前Merle d’ Aubignéスコアは11.1±-
1.6（６～15）であった。術前診断は一次性変
形性関節症あるいはインピンジメント（原文: 
impingement）が44％、臼蓋形成不全または先
天性股関節脱臼による二次性変形性股関節症が
38%、大腿骨骨壊死が７%、外傷性関節症が６%、
リウマチ性関節炎が３%、LCPD（レッグ・カ
ルベ・ペルテス病）が1%、SCFE（大腿骨頭辷
り症）が1%であった。平均カップ径は、51.8±
3.7mm（46～60mm）であった。ベアリング径
は28mmが31％、32mmが69％、36mmが１％
であった。先行手術歴は20%の患者にみられ内
訳は骨盤骨切り術単独が８%、骨盤大腿骨切り
術の併用が３%、観血的骨接合術３%、大腿骨切
り術単独2%を、手術による脱臼（監訳者註：英
語版surgical dislocation、独語版chirurgische 
Hüftluxationを直訳。先天股脱の観血的整復
術？）２%、関節鏡１%、core decompression 
１%、股関節固定術は１%未満であった。

結果
　平均追跡調査期間は5.3±2.3年（３～12年間）
で、Merle d’Aubignéスコアは平均17.4±0.9（14
～18）であった。Ｘ線像上骨溶解はみられなかっ
た。インプラントに関連する合併症のために再
置換が必要となったものは5関節で、ライナーの
破損1関節、多発性外傷によるボールヘッド破損
１関節、骨との結合不全（ステム１、カップ１）
２関節、カップの脱転が1関節みられた。理由の
如何に拘らずあらゆるコンポーネントの再置換
をエンドポイントとした場合の、術後10年時の
Kaplan-Meierサバイバルレートは97.4％（95％
信頼区間：95.4 ～ 99.5％）であった。脱臼や感
染はなかった。

考案
　アルミナ-セラミック・オン・セラミックを使
用した50歳未満の患者に対するTHAにおける
２～12年間の追跡調査の結果は秀逸であり、骨
溶解例や脱臼例はみられなかった。

50歳未満の患者におけるセラミック・セラミック人工股関節置換術の結果＊

Andrew C. Murphy１, Simon D. Steppacher MD２, Moritz Tannast MD, Stephen B. Murphy MD

図１：49歳男性。左変形性関節症。術後11
年時のX線像。骨溶解はみられず、インプラ
ント・骨接合面にまったく問題はない。

図３：臼蓋形成不全で、過去に数回の手術と股関節固定術を受けた29歳女性。CoC THAを行っ
た。術後４年時、臨床成績は良好である（Merle d’ Aubignéスコア：14点）。

図４：オートバイ事故により大腿骨および骨盤を骨折した40歳男性。術後５年時、臨床成績は
秀逸である（Merle d’ Aubignéスコア：18点）。

図２：セラミック・オン・セラミックベアリング
（Wright MT）

＊抄録は、ダラスで開催されたAAHKS 2010で発表された。

１ ボストン　ニュー・イングランド・バプチスト病院（New 
England Baptist Hospital）コンピュータ支援の再建手術センター
（Center for Computer Assisted and Reconstructive Surgery）

 ２ スイス　ベルン　ベルン大学
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背景
　THAに使用するベアリングとして、従来の超高分子量ポリエチレンは大
成功を収めているが、摩耗およびその結果発生する骨溶解は失敗および再
置換術の主要な原因の１つであった。従来のポリエチレンに代わる３つの
オプションすなわちメタル・オン・メタル、メタルあるいはセラミック・
オン・クロスリンクポリエチレン、およびアルミナセラミック・オン・ア
ルミナセラミック、がこの10年間で一般的になってきている。アルミナセ
ラミックベアリングが魅力的である理由は、非常に硬いアルミナセラミッ
クはスクラッチ耐性が高く、親水性が高いため潤滑が良好であり、メタル
イオンの放出がなく、摩耗粉の量が非常に少なく、現在使用可能な他のベ
アリングよりも耐摩耗性に優れているという点からである。

方法および対象
　1996年10月、セラミック・オン・セラミック（ABC２ システム　Ⅰお
よびⅡ）とメタル・オン・従来型ポリエチレン（システム　Ⅲ）を比較す
る前向き対照無作為化多施設治験を開始した。システム　Iはポーラスコー
ティングのチタンシェルが99関節、システム　IIはアークデポジットHA
コーティングのチタンシェルが95関節であった。対照群はポーラスコー
ティングのチタンシェル95関節であった。1998年、第三世代のセラミッ
クを使用した群（Trident）を使用した前向き・計画的多施設治験として追
加した。システム　IおよびIIにおけるセラミックライナーと違ってTrident
のライナーはチタンのスリーブに包まれており、アークデポジットHAコー
ティングのチタンシェル（186関節）を有する。すべての患者が同じTiAlV
テーパー型セメントレスステムをインプラントされた。異なった５カ所の
病院において５名の外科医が、セラミック・オン・セラミックTHAを使用
した３つのコホート群と対照であるメタル・オン・ポリエチレンTHAを使
用した１つのコホート群に分かれた、452例480関節の追跡調査を行った。

追跡調査は、現在システム　Ⅰ、ⅡおよびⅢでは13年間、Tridentでは10
年間行われている。直近の追跡調査時において、４つの研究グループ間に
術前の人口統計データあるいは臨床データおよび／あるいは臨床成績にお
ける有意な差異は認められなかった。４つの研究グループの患者の平均年
齢は52～55歳で、男性が60～66％を占めていた。また、手術時におけ
る二大診断は、変形性股関節症（82～89％）および大腿骨頭壊死（11～
17％）であった。

臨床結果
　再置換（理由を問わず）は、以下に示す。システムIおよびIIにおけるセ
ラミックインプラント患者のサバイバルレート（96.6％）は、対照である
メタル・オン・ポリエチレン（91.3％）より有意に高かった（p=0.0092）。
Tridentのサバイバルレート（97.7％）もまた、対照グループより有意に
高かった（p=0.0079）。ベアリング表面に関係しない再置換は、セラミッ
ク380関節中８関節（２％）がインプラントの不安定性、大腿骨骨折、深
部感染およびインピンジメントが原因であり、対照であるポリエチレンは
95関節中７関節（７％）が、不安定性、深部感染および大腿骨骨折が原因
であった。ベアリング表面に直接関係する再置換では、セラミック380関
節中２関節（0.5％）に術後６年時ライナー破損および９年時リムの破損が
発生し、メタル・オン・ポリエチレンの３関節（3.2％）に骨溶解が見られた。
システムIおよびIIグループのセラミック使用例の1.6％、Tridentグループ
の0.9％で、squeakingが報告されており、どの症例も、squeakingは断
続的で、臨床的有意性はなく、再置換に至ったものはなかった。Ｘ線像上
すべてのセメントレスインプラントは骨性に癒合しており、骨溶解は対照
であるメタル・オン・ポリエチレン例の19.6％、セラミックを使用例の1.5％
にみられた（p<0.0001）。

James A. D’ Antonio１　

結論および臨床的関連事項
　人工股関節置換術においてベアリング表面で
発生する摩耗粉は、失敗につながり、再置換術
が必要となることがある。メタル・オン・メタ
ルTHAは、過敏性反応および偽腫瘍といった全
身反応を誘発しうるメタルイオンを発生させる。
クロスリンクポリエチレン（HXLP）の10年後
の摩耗率は低いが、第一世代の素材には、フリー
ラジカルに関連した物理的特性の劣化などさま
ざまな問題があり、第二世代の製品の追跡調査
期間は５年未満である。セラミック・オン・セ
ラミックベアリングは、メタルイオンの問題の
リスクなしに、長期間の耐摩耗性に優れている
ことが分かっており、若く活動度の高い患者に
おける選択肢のなかでは卓越している。我々の
セラミック使用例における１３年間（理由の如
何を問わない再置換）のサバイバルレートは高
く、合併症のリスクが低く、患者の満足度が高
いことが判明した。他の代替ベアリングがセラ
ミック・セラミック関節と同等あるいは優れて
いるかどうかは、時間が経たない限りわからな
いことである。

多施設共同研究へ貢献した外科医：
B. Bierbaum氏、W. Capello、J. D’ Antonio氏、J. Roberson & R. 
Zann氏

人工股関節置換術におけるアルミナ-セラミックベアリング：
10年成績＊

参考文献：
 1.  D’ Antonio JA, Capello WN, Manley MT, Naughton 
M,Sutton K. 人工股関節全置換術におけるアルミナセラミックベ
アリング: 前向き無作為化研究の５年間の結果 （Alumina ceramic 
bearings for total hip arthroplasty: Five-year 
results of a prospective randomized study）. Clin Orthop 
Relat Res 436：164－171, 2005.
 2.  D’ Antonio JA, Capello WN ら. 人工股関節置換術における
チタニウムスリーブを有するアルミナセラミックベアリング: ３～
５年間の結果（Titanium encased alumina ceramic bearing for 
total hip arthroplasty: 3 to 5 year results）. Clin Orthop Relat 
Res 2005；441：151－158
 3.  Hamadouche M, Boutin P, Daussange J, Bolander 
ME, Sedel L. アルミナ・オン・アルミナ人工股関節全置換術:
最低18.5年間の追跡調査研究（Alumina-on-alumina total hip 
arthroplasty: A minimum 18.5 year follow-up study）. J Bone 
Joint Surg 84A：69－77, 2002.
 4.  Sedel L, Kerboull L, Christel P, Meunier A, Witvoet J. 
アルミナ・オン・アルミナ股関節全置換:若年患者におけるサバイバ
ルレートの結果（Alumina-on-alumina hip replacement: Results 
of survivorship in young patients）. J Bone Joint Surg ２B：
658－663, 1990.
 5.  Clarke IC. セラミックインプラントの役割（Role of ceramic 
implants.）. Clin Orthop Relat Res 992；282：19－30

＊抄録は、ダラスで開催されたAAHKS 2010で発表された。
１ Greater Pittsburgh Orthopaedic Associates, Moon Township, PA
２ 編集者注: ABCシステム　ⅠおよびⅡならびにTridentシステムは、Stryker Orthopaedics, 
Mahwah, NJの登録商標である。
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焦点が当てられた問題

　Joshua J. Jacobs氏１（アメリカ合衆国　シカ
ゴ）による基調講演では、現在の状況が要約され、
大径ヘッドであれ、表面再建型設計であれ、メ
タル・オン・メタルTHAを使用する場合の注意
点が述べられた。

　否定的な問題が報告された結果、使用に対す
る厳格な制限が講演者によって設けられた。仮
にメタル・オン・メタルが推奨されるとしても、
骨格が大きい活動的な男性患者のみであり、生
じうるメタル・オン・メタルTHAの合併症に対
するリスクファクターを有する症例は適応外で
ある。

Ceram Tec サテライトシンポジウム「THAにおけるセラミック：現代の展望」にて。

「新しい技術はよいと思いますが、それを賢く使うべきで
す。」彼は続けた。「私は私の先生の一人が、『新しい手法に
ついて常に考えなさい』と言ったのを覚えています。そし
て、私が関わった新しい手法はたくさんあります。そして、
現在私は『新しい技術を受け入れる最初の人でも最後の人
でもあってはならない。』というモットーを持っています。」
Thomas S. Thornhill, ハーバード・メディカル・スクール　於CCJR冬期学会オーランド2010

　David W. Murray氏（英国　オクスフォード）
は、この分野における重要な講演者であったが、
参加者と共有する肯定的な情報をほとんど持っ
ていなかった。表面置換術もまた、否定的に議
論された。とはいえ、この部門における市場の
成長は大幅に落ち込んでおり、回復する兆しは
ない。
 
　プレゼンテーションの多くにおける明確な
テーマは、インプラントの信頼性と耐久性の向
上に対する要望であった。このことは、とりわけ、
より活動度が高くなり、より若くなる患者のニー
ズに対応する際に、整形外科医が考える最も重
要なことであり続ける。より早期に人工股関節
置換術を施行することに賛成する臨床結果と再
置換術で直面する困難によって、ベアリング表
面の代替はより大きな注目を集め続けている。セ
ラミック・オン・セラミックは、若く活動度の
高い患者において摩耗量を減らす効果が非常に
高く、臨床的により実績のある安全な製品であ
ると見なされている。その信頼性とsqueaking
に関する懸念は、なお存在している。

　セラミック・オン・ポリエチレンは、多くの
講演者から支持され、聴衆の中の外科医の大多
数が摩耗を軽減するためにセラミックの使用を
支持していることは明らかであった。セラミッ

CCJR冬期　学会のハイライト
第27回年次　Current Concepts in Joint Replacement
2010年12月８～ 11日　於：オーランド

アメリカ合衆国および合計56カ国から、2,000名以上の整形外科医が、関節再建
における最近の発達に関しての最新情報を入手するために、オーランドで開催され
た「Current Concepts in Joint Replacement」に集まった。ペースの速いプ
ログラムは、聴衆である人工関節置換術を行う外科医が興味を持つほとんどすべて
の分野を網羅していた。展示は、より若く、より活動度の高い患者の管理、再置換
術の技術、可動域の大きい製品、表面置換、および代替ベアリング表面などにハイ
ライトが当てられた。THAにおけるセラミックに焦点を当てたサテライトシンポ
ジウムが行われた。
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ク・オン・セラミックは、非常に若く、活動度
の高い患者に対して、ほとんどの講演者からの
推薦を受け続けている。

　クロスリンクポリエチレンの摩耗が術後５年
で増加することについての懸念が最近報告され
ており、議論が行われた。より多くの抗酸化物
質を含む、新世代製品への移行が現在進行中で
あることにスポットがあてられた。

　Marc Pagnano氏２（アメリカ合衆国　ロチェ
スター）は、THA後のノイズ発生に関するメカ
ニズムはよく理解されており、関節部分におけ
るメタルの存在に関連しているという説を支持
している。同氏との賛否両論を交えた討論が行
われた。Javad Parvizi氏３（アメリカ合衆国　フィ
ラデルフィア）は、多くの場合squeakingはメ
タルの保護リムを持つシェルとチタニウムTMZF
合金製の薄いステムの組み合わせで発生するこ
とが明らかであるとしたデータを発表した。両
演者ともsqueakingの防止には慎重なインプラ
ントの選択が最も大切であると述べた。

　おそらく会議の最も意義深いセッションの一
つは、もうすぐ引退する主要な外科医が助言と
そのキャリアを通して学んだ教訓を伝えてくれ
るよう求められたセッションであった。彼らの
すばらしい忠告は、患者本位にすること、患者
をすべての中心に考えるということであった。

サテライトシンポジウム

　サテライトシンポジウムは、「THAにおける
セラミック関節：現代の展望」（CeramTec）と
題して行われた。そのプログラムは、FDA承
認過程の一部としてアメリカ合衆国で行われた
３件の初期研究の１０～１２年間の結果を共有
することに焦点が当てられた。この研究によっ
て、関節のノイズに関する完全な最新情報、信
頼性およびセラミックコンポーネントの適切な
組み立てについての詳細に関するデータの再考
察が提供された。William Capello氏、James D’
Antonio氏、Jonathan Garino氏、Stephen B. 
Murphy氏、Javad Parvizi氏など世界的に評価
されている講演者が、このプログラムを参加者
の集中学習体験の場とした。
 
　CCJR会議全体を通して、昨年の景気停滞後、
アメリカ合衆国における整形外科的修復の市場
は再び回復し、手術関連の成長は再び軌道に乗っ
ているようであるという感覚が優勢であった。
関節全置換に関する完全な最新情報が一時に一
つの部屋で発表されるということが、CCJR会議
の大きな強みであることが再び証明され、結果
として非常に集中的な議論と合わせた系統的な
学習体験となった。

James D ‘Antonio MD, Javad Parvizi MD, Stephen B. Murphy MD, Ricardo Heros（CeramTec GmbH）, 
Chitranjan S. Ranawat MD, Jonathan P. Garino MD, PhD （左から右）

参考文献：
 1.  Jacobs JJ. Metal-Metal Hypersensitivity: Houston, Do 
We Have a Problem？（メタル・メタル過敏性: ヒューストン、我々
に問題はあるのか？）. 53, 27th. Annual CCJR, 2010：121
 2.  Pagnano MW. The Squeaking Hip（股関節のsqueaking）
４, 27th. Annual CCJR, 2010：23
 3.  Parvizi J. The Squeaking Hip（股関節のsqueaking）.５,27th. 
Annual CCJR, 2010：25
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　セラミック製の大腿骨ボールヘッドの破損率
は、ステムの破損率（10万件中 270件、約0.27%）
よりも低いとされている２,３。BIOLOXⓇ のコン
ポーネントは人工股関節置換術において、ほとん
ど破損の合併症を起こさない製品の一つである。
このことは、CeramTec社のクレームデータベー
スの最新の分析によっても確認されている。これ
まで15年以上にわたり、CeramTec社は、品質
実績を記録として残すため、これらのデータを公
開してきた。下記の分析データはすべて、2000
年１月～2010年12月までの間にCeramTec社
に報告された合併症を参考にしている。2000年
１月～2010年12月までの間に、約360万個の
ボールヘッドが提供された（BIOLOXⓇforte ボー
ルヘッド：260万個、BIOLOXⓇdelta ボールヘッ
ド：100万個）

BIOLOXⓇdelta ボールヘッドの破損率は、
BIOLOXⓇforte 大腿骨ボールヘッドの破
損率の1/10の低さである。

　本結果の調査分析によると、セラミック製大腿
骨ボ－ルヘッドの破損原因は、主に不適切な取り
扱い、コンポーネントの不適合、および外傷によ
ることがわかった。

　BIOLOXⓇdelta 大腿骨ボールヘッドの生体内
破損の分析によると、17件の破損はオーダーメー
ド仕様で設計したボールヘッドを使用した病院
２カ所で起こっていた。また、３件の合併症が、
同じ設計を利用した別の病院３カ所で起こって
いた。このオーダーメード製品は2009年以後、
市場から排除されている。
　患者固有の要因に加えて、最適なインプラント
選択はもちろんのこと、正しい手術手技も、高品
質な人工股関節置換術を行う上できわめて重要
である。特に、インプラント製造会社による製品
情報や使用方法に注意を払うことが重要である。
BIOLOXⓇ製品の正しい取り扱い方は、無料配布
されている「手術手技DVD」でも紹介されてい
る＊。

　セラミックボールヘッドに関する取り扱い方
の重要点については、次のページ以降で紹介す
る。

破損率が低い BIOLOXⓇ 大腿骨ボールヘッド

セラミックヘッドは、その優れたトライボロジー特性と臨床結果により、より一般的に人工股関節置換
術において使用されるようになってきた。セラミックヘッドの破損はほとんど起こらない合併症である。
本文献では、セラミックよりも金属製パーツの方が頻繁に疲労破損を起こすと指摘している１（図１～
３b）。BIOLOXⓇdelta ボールヘッドの破損率は0.002%と極めて低い。

合併症

金属製のステムとカップの疲労破損（図１、２）

金属製コンダイルコンポーネントの破損と相対するポリエチレン製インレイの摩耗（図３a、b）

合併症の併発率（10万件の外科手術当たり）
2000年１月～2010年12月までに使用されたBIOLOX®ボー
ルヘッド約360万個の全体的分析
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●  BIOLOXⓇforte ボールヘッドが生体内で破損を
起こす確率は、10万件当たり21件（0.021%）

●  BIOLOXⓇdelta ボールヘッドが生体内で破損を
起こす確率は、10万件当たり２件（0.002%）

１ ２

３a ３b
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ステムテーパーは、手術中に、手術器具によって傷つく恐れがある。

ステムテーパーの規定構造が
傷つく恐れがある。ヘッドイ
ンプラントを装着した状態で
試験整復を行ってはならな
い。

ボールヘッドは、ボールテー
パーが清潔かつ乾燥した状態
でステムテーパーに愛護的に
ねじ込む。

ステムテーパーとヘッドテーパーを嵌合させる際、介在物（軟組織、骨片、セメントなど）が嵌
合面に入ると咬合圧負担域に局所的な非平面的、非対称性の応力集中が発生する。

術後3年半に起こったセラミック・オン・セラミックベアリン
グカップル（BIOLOXⓇforte）ボールヘッドの破損と、ボー
ルヘッド内部テーパーの変色（セメント）

１.  テーパー保護キャップを使用すること。テーパー保護キャップは、トライアルヘッドを設置する直前まで外し
てはならない。

２. 試験整復はトライアルヘッド以外で行ってはならない。

４. BIOLOX®ボールヘッドの正しい取り扱い方

３. ステムテーパーを注意深く洗浄し、乾燥させる。
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CeraNewsの次回号（２/2011）では、セラミック製インサートの合併症
の発生率について報告する予定です。
＊手術手技トレーニングDVDは無料です。ファックスまたはオンライン
 （www.biolox.com）で注文することができます。注文用紙は本冊子に添
付してあります。
＊＊セラミック製コンポーネントの破損に伴う再置換術の詳細な情報は、
手術手技トレーニングDVD をご参照ください。CeraNews　２/2010
には、股関節再置換術および初回手術中のさらなる応用のために使用さ
れるBIOLOX®OPTION再置換術用セラミック製大腿骨ボールヘッドに関
する報告（症例報告を含む）が掲載されています。弊社ウェブサイト
 （www.biolox.com）からPDFファイル判Cera Newsが入手可能です。ま
た本冊子同封の用紙による注文も可能です。

セラミック製ボールヘッドが破損した場合
は、どのようにすべきか？

　再置換術は、無菌性ゆるみの治療にとどまら
ず、セラミック製ボールヘッドの破損など、ま
れな合併症に対して行われる場合もある。した
がって、再置換術という結果に至った原因を特
定することに加え、手術前の綿密な計画が不可
欠である。セラミック製コンポーネントの破損
というまれな事象が起こった場合でもBIOLOXⓇ

OPTIONの再置換術用セラミック製骨ボール
ヘッドを使用するという信頼できる解決方法が
あることを提示する＊＊。

５. BIOLOXⓇボールヘッドの固定

６.  手術中の破損も避けなければならない。使用前に落としてしまったり、既に使用された
りしたことがあるBIOLOXⓇボールヘッドを使ってはならない。

プラスチック製大腿骨ボールヘッド・インパクターの頭を、ハ
ンマーで軸方向に静かに叩いて、ボールヘッドを固定する（数
回、叩いて良い）。

金属製ハンマーで、ボールヘッドを絶対に直接叩いてはならない。

基本的に次のことを推奨する。
●  なるべくBIOLOXⓇdelta のできるだけ大きなサイズのものを使用する。
●  ハード・オン・ハードベアリングの場合は、なるべくBIOLOXⓇdelta を使用する。
●  テーパーは必ず、対応するものを使用する。
●  テーパーの表面は必ず清潔にし、傷ついていないものを使用する。
●  コンポーネントを注意深く組み合わせる。
●  適切な組み立てと固定を確実にする。
●  異なるメーカーの製品を組み合わせてはならない。

References:
 1  Ellenrieder M, Bader R, Mittelmeier W. Komplikationen nach 
endoprothetischen Eingriffen（Complications after arthroplasty）. In: 
Krukemeyer MG, Möllenhoff G（Hrsg.）. Endoprothetik. Leitfäden für 
Praktiker. De Gruyter, Berlin,  New York, 2009：189
 2  Schmalzried TP. How I Choose a Bearing Surface for My Patients. 
J Arthroplasty 19（8）, Suppl.3, 2004：514
 3  Böttner F. Orthopädie und Unfallchirurgie. Facharztkompendium 
2010（Orthopaedics and Traumatology. Specialist́s Guide）. 
OrthoForum Verlag, Berlin, 2010：41 
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ヘルスケア

 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.

整形外科（orthopaedics）というより
老人整形外科（orthogeriatrics）？
課題となる高齢患者

　この数十年、高齢者および後期高齢者の割合が著しく増えて
おり、その多くが肉体的、精神的、社会的、および機能的な複
合疾患を抱えている。この人口構成の変化は、高齢者の股関
節および膝の置換術件数の増加にも反映されている。米国整
形外科学会（AAOS）が発表した統計データによると、2002
～ 2007年の間に、65～ 84歳の患者に行われた股関節置換
術は16%増加し、膝関節置換術は44%増加した。85歳以上の
患者では、股関節置換術が21%増加、膝関節置換術が54%増
加と、さらに多くの置換術が行われている１。高齢患者のニー
ズに応えるために一層必要とされる整形外科は、高齢者ケア
に関する重要な問題に直面している。1989年に、世界保健機
構（WHO）はすでに「高齢者向け医療が必要」と訴えている２。
ドイツ整形外科・外傷学協会（DGOU）事務総長であるFritz-
Uwe Niethard氏に、このような展開が整形外科分野にとって、
何を意味するのかについて尋ねた。

Fritz-Uwe Niethard教授（医師、博士）は、ドイツ整
形外科・外傷学協会（DGOU）事務総長である。2010
年7月に名誉教授に就任する前は、アーヘン工科大学
（RWTH Aachen University）医学部整形外科教授を
務め、同大学病院整形外科部長であった。現在は、アー
ヘンのSchwertbad Klinik、外来患者リハビリテーショ
ン部長である。

1742年にフランスの医師Nicolas Andry氏が
「整形外科（orthopedics）」という言葉を初め
て使ってから、この分野は大きな進歩を遂げてき
ました。人口構成の変化を考えると、現在の整形
外科分野は新しい課題に直面しています。博士は
最近、老人整形（orthogeriatrics）の重要性
が増していることを強調されています。老人整形
は必要でしょうか。

　私が大学病院を退任した7月30日、Pauwelsシ
ンポジウムが行われましたが、その席で私は過
去40年間の整形外科の経歴を振り返ってみまし
た。この40年で、整形外科分野の範囲は根本的
に大きく変わりました。私が整形外科医として仕
事を始めた1970年代初頭には、現在よりもはる
かに多くの子供がおり、それに対応する小児整形
のニーズがありました。現在は、子供の数が減っ
たというだけでなく、当時深刻だった多くの病気
が効果的に治療されるようになり、当時は一般的
だった病気が今ではほとんどみられなくなりま
した。また同時に、平均余命が延び、高齢者が整
形外科患者全体の大きな部分を占めるようにな
りました。その結果、整形外科分野は自然に、老
人整形へと移行していくでしょう。このことは、
ベビーブーマー時代の人々が退職の時期を迎え
ていることを考えると、特に明らかなことです。

整形外科と老年医学をリンクする概念は1950年
代にEvans氏とDevane氏によって発展しまし
た。これまでに、老人整形外科特有の治療モデル
は導入されたのでしょうか。

　高齢者特有のニーズに対応した老年医学一般
分野のモデルはあります。ここでの注目点は医学
サービスと社会サービスを合体させ、治療後に患
者を家庭環境に戻すこと、あるいは、それが不可
能であれば、患者を介護施設に入居させることで
す。この問題は、より多くの高齢者が一人暮らし
をしており、家族構造の中にもはや組み込まれ
ていない事実を考えると、重要度が増すものと
考えられます。すなわち大きな社会的課題になっ
ています。この問題を解決するための機能モデル
が、この数十年、スカンジナビアで導入されてい
ます。ドイツにも納得できるアプローチはありま
すが包括的解決策には至っていません。一つに
は、介護のさまざまな分野から分野への移行がス
ムーズに行えないという問題があります。

2005年に発表された総説の著者は、併存疾患の
ある高齢患者向け臨床指針に従うと、好ましく
ない副作用が発症することがあると警告してい
ます３。さらに、1980年代末、米国の専門家は、
診断群別定額支払い方式の導入により、病院の滞
在期間について圧力がかかり、それによって治療
品質の低下やマクロ経済コストの増加につなが
る恐れがあると指摘しました４。形式化された手
続きの中で、高齢患者の複雑なニーズに応えるこ
とは可能でしょうか。
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「高齢者に十分に差別化したケアを確実
に行うためには、学際的アプローチだけ
が意味をなす」

　医師にとって、既存のガイドラインには手近な
要因による解釈の自由が十分に残されています
が、今のところは、標準というものがありません。
一部の高齢医学専門家協会は、小児医学のモデル
を参考にして、高齢者向けの独立した部門を設立
した方がよいという考えを表明しています。しか
し、高齢者に十分に差別化したケアを確実に行う
ためには、他の部門で実績のある専門家を数多
く、高齢者部門に送り込む必要があるでしょう。
このような意味で、私は学際的なアプローチだけ
が意味をなすと思います。

整形外科の主力である関節形成術のために、どの
ようなことが必要となるでしょうか。また、その
準備はできているでしょうか。　

　高齢者の問題は、40 ～ 50代患者の問題と同
じではありません。高齢者が外科手術を受ける場
合には、あらゆる要因を考慮に入れなければなり
ません。このことは医学部教育においてもすで
に、高齢患者特有の問題として医学生に伝えられ
ています。しかし、このような知識は病院という
環境にはまだ生かされていません。総合的な治療
を行うことができる大きな病院には、通常、必要
な学際的専門知識が備わっているので、より容易
に高齢者医療を行うことができます。大病院に
は、内科医、神経科医、整形外科医、外傷医、そ
のほか高齢者の治療に必要だと思われる専門医
がいます。小さな病院には、どちらかというと限
界があります。ここで非常に重要なことは、専門
家の知識を確保し続けることです。このことは、
学会でもより大きな関心を集めています。した
がって、私たちの学会においてもより重点的に対
策を考えています。高齢患者の筋骨格系疾病や傷
害に特化した特別なイベントも一層増えていま
す。

高齢患者が病気やけがの後、どの程度まで通常の
生活に戻れるかは、彼らの健康に対する認識度に
大きく影響します。たとえば、高齢者が転倒して
腰痛になり、病院に搬送されたとします。検査
の結果、入院の必要はないと言われても、患者に
は何日も痛みがあり、歩けないかもしれません。
このような難問をどのように解決したらいいで
しょうか。

　私たちが最近取り組んだ仲介機能に関する問
題のよい事例ですね。まず、必ずしも手術が必要

でない場合もあるので、整形外科と外傷学の従来
の治療を行うための十分な数のベッドが至急必
要です。次に、あるレベルから次のレベルへの治
療の移行を促すための仲介機能を適応させてい
く必要があります。そのためには、治療方針を確
立し、ケアを行うすべてのレベルの介護者が、問
題に対する同程度の知識と理解がなければなり
ません。治療目的の達成にはこれが不可欠です。
専門家協会が確立する治療方針は、モデルとして
役立つことができます。世界にはさまざまな医療
システムがありますが、それらにはかなりの違い
があります。多くの国には、ドイツで提供されて
いるような総合的医療施設がありません。そのよ
うな国では、治療の後、自分で対処できない高齢
者や介護してもらう家族のいない高齢者は、医学
的サポートがほとんどないある種の介護施設に
追いやられます。ドイツは、この点で、すでに最
適な施設が整っています。私たちは仲介機能に関
する問題を解決するだけでいいのです。これから
高齢者の増える先進国は、適切な施設を準備しな
ければならないと思います。それが基本的な社会
的結束のバロメーターでもあると思うからです。

「治療方針を確立し、ケアを行うすべてのレベルの介護者
が、問題に対する同程度の知識と理解がなければなりま
せん。治療目的の達成にはこれが不可欠です。」

高齢者向け整形外科の問題についての意見交換
は、国際的に行われていますか。

　そのような意見交換は、関連の会議で実際に行
われています。しかし、関連の科学的問題が焦点
になる傾向があります。ドイツとは対照的に、ほ
とんどの国では、理学療法が専門教科課程になっ
ていますが、それも一つの役割を果たしていま
す。私たちはこの分野において、他の国から重要
な科学的刺激を受けています。老年医学の分野で
は、主に医師と社会学者が積極的に情報交換して
います。国によって構造はかなり違いますが、ド
イツでは、社会医学分野で働く医師がいつも関与
しています。それは、社会医学分野では健康保険
企業と社会保障機関が重要な役割を果たすから
です。
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活動的な若年層患者を対象としたCoC THA
の術後５－９年成績

　前向き研究で、Le Meur氏ら（フランス）は
手術時の平均年齢が55.4歳の108人の患者（女
性53人、男性55人）を評価した。アルミナCoC
ベアリングカップル（BIOLOXⓇforte）を111関
節に使用した。また、全症例のうち75％におい
て、32mmのボールヘッドを使用した。10例に
セメントステムを使用した。術後経過観察期間は
平均6.9年であった。手術時診断は変形性股関節
症（61.2％）、大腿骨頭壊死（18.9％）、臼蓋形
成不全（７.２％）であった。術後３、６、12、
24 ヶ月の時点でフォローアップをおこなった。
大腿骨骨折（２）、脱臼（１）、ゆるみ（１）、ボー
ルヘッドの破損（１）のため5関節に再置換術を
おこなった。感染は認められなかった。セラミッ
ク・コンポーネントのサバイバルレートは術後５
年時点で99.1％であった。
Le Meur M, Lecoz L, Tayeb A, Louis ML, Curvale G, Rochwerger 
A, Analyse de survie d’ un couple de frottement céramique-
céramique à plus de 5 ans, à propos d’ une cohorte de 108 
patients.  抄録　329, SOFCOT 2010, Paris.

COP（ジルコニア セラミック）の長期成績
　Hamache氏ら（フランス）は、術後平均10
年経過観察した77例84関節を評価した。最終観
察時平均年齢は76.5歳であった。セメント使用
は24関節、ハイブリッドは60関節であった。ジ
ルコニア・セラミック製の22.2mmボールヘッ
ド*を全症例に使用した。術後10年時23.52％に
Merkelの骨溶解（0.5 ‒ １ mm）が確認された。
骨溶解は術後５年時すでに9.12％の症例に発生
していた。
Hamache S Caton J.　Résultats á plus de 10 ans d’ une PTH 
avec couple zircone/PE.
抄録　282, SOFCOT 2010, Paris.

*ここで述べられているジルコニアセラミック製品はCeramTec社製
ではない。

人工股関節置換術の10年成績：CoC対
MoM（サンドイッチ） ‒ 前向き・比較・無
作為化研究
　Chatelet氏ら（フランス）は、同一術者が行っ
た114関節を２つの対応するコホートで評価し
た。対象は62例（女性19、男性43）に対する
MoM THA 63関節、52例（女性20、男性31）
に対するCoC（アルミナ）THA 51関節あった。
平均年齢はMoMグループで62（35 ‒ 85）歳、
CoCグループで59（36 ‒ 80）歳であった。術
後10年時観察可能であったのは101例102関節

であった。グループ間での、一般的な術後合併
症の発生率に有意差はなかった。術後２年時、
CoCグループに１関節のライナー破損が認めら
れた。MoMグループではフォローアップ期間中
４例に無症候性の大腿骨部骨溶解を認め、２関節
に対して再置換術が将来的に必要になるかもし
れない、と著者らは述べている。
 
　さらに、MoMベアリングに伴う、無症候性骨
溶解についての新たな所見が、Huber氏ら（オー
ストリア）*によって発表された。第二世代MoM 
THAを使用した7例9関節に対して剖検を行い、
コンポーネントと周辺組織を回収した。死亡時
に術後３‒10年経過していた６例に症状はなかっ
た。股関節痛の増悪が1例みられた。インプラン
ト周囲の感染が証明された症例はなかった。ヘッ
ド・ネック接合部分（テーパー）におけるイン
ピンジメントあるいは腐食の形跡は明らかでは
なかった。Ｘ線像上の骨溶解を評価した。組織学
的分析を行い、2関節においてＸ線像上の所見は
無症候性の骨溶解であったと判断された。また、
組織学的分析により通常のＸ線像で発見しえな
かった骨溶解が3関節に発見された。著者らは、
小範囲の骨溶解の診断には、MRIなど感受性の高
い検査方法が必要であろうと述べている。関節包
組織における病理所見上、全例にメタローシスが
みられ、また８関節に局所的なリンパ球性浸潤を
認めた。
 
　エネルギー分散型X線解析を行ったところ全症
例でクロム、３関節で腐蝕の痕跡（リン、酸素）
を検出した。広範性の脈管周囲リンパ球浸潤が、
問題なく機能していた8関節において認められ
た。
 
　こうした症例の剖検所見は、MoM人工股関節
置換術後において組織の炎症反応と骨溶解の進
行度との相関性を示している可能性があると著
者らは結んでいる。
 
　さらに、こういった所見は以前剖検で評価され
たMoP関節に伴う骨溶解と、同程度の骨溶解を
示していると、彼らは指摘した。
Chatelet JC, Setley L. Étude comparative prospective des 
couples de frottement métal-métal versus alumine-alumine de 
114 PTH à 10 ans de recul.  抄録330, SOFCOT 2010, Paris.
*Huber M, Reinisch G, Zenz P, Zweymüller K, Lintner F.　 
Postmortem study of femoral osteolysis associated with metal-
on-metal articulation in total hip replacement: an analysis of 
nine cases（メタル・オン・メタル人工股関節置換術後の大腿骨溶解
に関する剖検所見：９症例の分析。）J Bone Joint Surg Am 92（8）, 
2010:1720-1731

基礎科学

セラミック使用の臨床結果
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基礎科学（続き）

初回人工股関節置換術後に生じる早期
合併症のリスク、CoC THAと MoM・MoP 
THAとの比較

　Bozic氏ら（米国）は、初回のTHAから２年
以内の高齢メディケア（米国の高齢者向け保険）
患者に対し、早期合併症発生率（深部静脈血栓
症、脱臼、感染、インプラントのゆるみ、再置
換術が必要な症例）に関してベアリング・カッ
プル間での比較検討を行った。３群のTHA患者
（CoC、MoM、MoP）のマッチドコホート分析
が行われた。症例は年齢、性別、アメリカ合衆
国人口調査地域の点で対応するように選ばれた。
MoMベアリングの場合は、CoCベアリングと比
較して、インプラント周囲の感染を起こすリス
クが有意に高かった（0.59％ vs 0.32％）。そ
の理由、および結果の臨床的意義は定かではな
かった。MoM症例の中には、軟部組織の局所的
な炎症反応が感染症と誤診された可能性もある
と著者らは推測している。著者らはそうした症例
がMikhael氏ら*によって報告されている事実を
指摘している。また、MoM、CoC、MoP間に、
早期合併症の発症率に差はないことが明らかに
なった。
Bozic KJ, Ong K, Lau E, Kurtz SM, Vail TP, Rubash HE, 
Berry DJ.　 Risk of　Complication and Revision Total Hip 
Arthroplasty Among Medicare Patients with Different Bearing 
Surfaces　（異なるベアリングを使用したメディケア患者におけ
る合併症および再置換のリスク）　Clin Orthop Relat Res 20, 
468,2010:2357-2362.
 
*Mikhael MM, Hanssen AD, Sierra RJ. Failure of metal-on-metal 
total hip arthroplasty mimicking hip infection. A report of two 
cases.　（感染類似のfailureをきたしたメタル・オン・メタル人工股
関節置換術後の２例）　J Bone Joint Surg Am. 91,2009:443-446.

ハード・オン・ハードベアリング
（CoC, CoM, MoM）のサバイバルレート

　Zywiel氏ら（USA）は、第二世代のMoM人工
股関節置換術、MoM人工股関節再置換術、CoC
人工股関節置換術、ならびにCoM 人工股関節置
換術に関する査読済み文献（レベルⅠとⅡの研
究）を系統的に検討した。MoM人工股関節置換
術に関する4件の文献（レベルⅠあるいはⅡ）で
は、平均38ヶ月から５年までの術後経過観察期
間におけるサバイバルレートは96%から100％
であった。
 
　MoM人工股関節再置換術に関する2件のⅠ研
究では、平均56 ヶ月の術後経過観察期間にお
いては94％、平均33 ヶ月では98％のサバイバ
ルレートであった。レベルⅡの研究では、平均
36ヶ月の術後経過観察期間でサバイバルレート
は95％であった。
 
　CoC 人工股関節置換術の４件のレベルⅠ研究
では、平均５１ヶ月の術後経過観察期間において
100％から８年96％までのサバイバルレートが
報告されていた。
 
　著者らはCoM人工股関節置換術のサバイバル
レートに関する出版済みの研究はなかったとし
ている。
 
　サバイバルレートにおける報告によるこう
いった差は手術手技、コンポーネントの設置位
置、インプラントのデザインの違いに関係してい
る可能性がある、と著者らは述べている。加えて
活動的な若年層症例に対してハード・オン・ハー
ドベアリングの使用が増加するでろう、と結論づ
けている。金属摩耗粉が局部あるいは全身的に分
散する可能性、MoMベアリング使用後の合併症
発生の可能性についての関心が、整形外科の世界
で高まってきたと、著者らは指摘している。
Zywiel MG, Sayeed SA, Johnson AJ, Schmalzried TP, Mont MA. 
Sayeed SA, Johnson AJ, Schmalzried TP, Mont MA. Survival of 
Hard-on-Hard Bearings in Total Hip Arthroplasty: A Systematic 
Review.人工股関節置換術におけるハード・オン・ハードベアリング
の生存率：系統的論説。Clin Orthop Relat Res、オンライン出版、
2011年11月５日。

頭字語：

AVN ＝Avascular Necrosis　無血管壊死
CoC ＝Ceramic-on-ceramic　セラミック・オン・セラミック
CoM ＝Ceramic-on-metal　セラミック・オン・メタル
CoP ＝Ceramic-on-polyethylene　セラミック・オン・ポリエチレン
DDH ＝Developmental dysplasia of the hip　先天性股関節脱臼～臼蓋形成不全
HHS ＝Harris Hip Score　ハリス　ヒップ　スコア
LCPD ＝Legg-Calvé ‒Perthes Disease　ペルテス病
MoP ＝Metal-on-polyethylene　メタル・オン・ポリエチレン

MoM ＝Metal-on-metal　メタル・オン・メタル
MRI ＝Magnetic resonance Imaging　磁気共鳴画像
OA ＝Osteoarthritis　変形性関節症
ORIF ＝Open Reduction Internal Fixation　観血的整復固定術
SCFE ＝Slipped Capital Femoral Epiphysis　大腿骨頭すべり症
THA ＝Total hip arthroplasty　人工股関節置換術
UHMWPE ＝Ultra high molecular weight polyethylene　超高分子量ポリエチレン
XPE ＝Crosslinked Polyethylene　クロスリンクポリエチレン
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日本における股関節置換術

 • 臼蓋形成不全による変形性股関節症
 • 若年層症例の割合の高さ
 • 高いレベルの活動性
 • 浅く小さな寛骨臼
 • 解剖学的異常
 • 骨質がよくない
 • 重度の拘縮
 
臨床的問題点
　臼蓋形成不全に続発する変形性股関節症は、日
本で最も多い股関節疾患でありときに治療は困
難である。摩耗は人工股関節置換術の耐久性に関
する重要なファクターである。骨溶解や要再置換
の頻度を下げることを期待して著者らはCoCベ
アリングを使用し、中期的な後ろ向き研究の結果
について報告する。

対象と方法
　臼蓋形成不全による変形性股関節症251例
290関節に対して手術を行った。使用したイン
プラントはSpongiosa MetalⅡⓇカップ（ESKA 
Implant社 ） とCoCベ ア リ ン グ（BIOLOXⓇ

forte、ヘッド径28mm、CeramTec社）であっ
た。Spongiosa MetalⅡⓇステムを181関節、髄
腔狭小例109関節に対してSL Plusステム（S&N 
Orthopedics AG）を使用した。平均年齢は53
歳であった。手術時診断は全例臼蓋形成不全によ
る変形性股関節症であり、骨切り術後の症例15
関節、未整復の先天性股関節脱臼５関節を含んで
いた。前外側アプローチを使用した。カップにス
クリュー固定を要したのは1関節であった。スク
リューを併用した臼蓋形成術を23関節に行った。
内転筋腱切り術を87関節に、広範囲軟部組織解
離術を10関節に行った。術後観察期間は6.5年
（５-10）であった。

活動的な若年層二次性変形性股関節症症例*に対する
CoC THAの5－10年成績

THAに使用されたCoCベアリングの臨床結果については、多くの論文が発表され
てきた。しかし、今日に至るまで、臼蓋形成不全例に対するCoCベアリングに関
してはほとんど報告がなされていない。最近Kusaba氏らは、臼蓋形成不全の股関
節におけるCoC THAの臨床経験に焦点をあて日本から報告をおこなった。

Atsushi Kusaba, Kiyohiro Nagase, Saiji Kondo, Yoshikatsu Kuroki１ , 
Akihiko Maeda２, Jörg Scholz３

C

"F#ME$+G$0>>$関節 "F#ME$++G$()$関節

"F#ME$+++G$0>$関節 "F#ME$+nG$1$関節*出典：ドイツ整形外科・外傷学学会
（ G e r m a n  C o n g r e s s 
f o r  O r t h o p a e d i c s  a n d 
Traumatology）、ドイツ、ベルリン、
2010年10月26－29日。ポスター
は、Kusaba博士からご厚意で許可
を戴き、CeraNewsのために画像修
正を施した。
 
0PY365$VE6EF5B$ &#CA385BG$ +6C838H8E$ #O$
Z#368$REAB59E@E68$567$R:EH@58#B#IQG$
PY365G$_565I5M5G$Z5A56
!eHf3I5#c5$&#CA385BG$T:#M5$^63WEFC38QG$
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VEF@56QN



!?

基礎科学（続き）

臼蓋形成不全例であってもカップの
強固な初期固定性と的確なアライメ
ントを両立させなければならない

スクリューを併用した臼蓋形
成術（23関節）：
 
57歳女性、術前（a）、術後8
年が経過した状態（b）。HHS
は51から85ポイントへと改
善した。最終観察時カップ、
ステムともにゆるみを認めな
い。

% E

手術手技
 
•リーマーを使用する前に、骨硬化部をノ
　ミで切除する。
•内板までリーマーで掘削して極量大きな
　カップ、すなわち極力厚いセラミックラ
　イナーを使用するとともに股関節の回転
　中心の内方化をはかる。
•骨棘を切除してインピンジを回避する。

 
全症例
 
•半側臥位
•弓状皮切
•前外側アプローチ
 
軟部組織解離術
 
•内転筋切腱術　　　　　　　　　68関節
•屈筋腱切腱術　　　　　　　　     6関節
•広範軟部組織解離術　　　　　     8関節
　ベアリング・カップルに加わるストレス
を減少するとともに関節が同心球状の運動
をするようバランスを整える。
 

CoCベアリングの長所を生かし、合併症を
避けるためには、正確かつ注意深い手術手
技が必要不可欠である。
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ハリス　ヒップ　スコア　

カップのアライメント（脱臼例なし）

最終観察時における可動域（脱臼例なし）

トレンデレンブルグ（Trendelenburg）徴候　

結果
 
　最終観察時、すべてのインプラントは
安 定 し て い た。 Ｘ 線 像 上、Spongiosa 
Metalステムを使用した４関節（1.4％）
（t=1.09, p=0.30）においてカップ周囲の
radiolucent lineがみられた。ステム周囲の
radiolucent lineはSpongiosa Metalステム
使用例8関節（4.4％）とSLステム使用例22
関節（20％）（t=17.70, p=0.00）にみられた。
骨溶解はなかった。一方CoPベアリングを
使用した場合には、23.2％の症例に骨溶解
を認めた（13/56 = 23.2％）（t =63.68, p 
= 0.00）。平均設置角は40（23 ‒ 58）度、
平均前方開角は29（５ ‒ 56）度であった。
脱臼例はなかった。Spongiosa Metalステ
ムを使用した2関節（1.1％）とSLステムを

結　論
 
　Spongiosa Metalカップは良好なアライ
メントで強固な初期固定を得られるため臼
蓋形成不全に続発する変形性股関節症への
CoCベアリングの使用に適している。CoC
ベアリングはCoPベアリングよりも人工股
関節周囲の骨反応が少なかった。CoCベア
リングはMoMベアリングよりもfailure率が
低かった。

使用した４関節（3.7％）に一過性のノイズ
が発生していた（t = 1.12, p = 0.29）。ノ
イズとカップの設置、あるいは可動域との
有意な相関関係は認められなかった。SLス
テム使用例２関節においてセラミック・ラ
イナーが破損し、再置換術が行われた。両
症例とも使用されたメタル・カップの変形
のためにライナーの破損が発生していた。
インプラントの種類に起因する再置換率は
MoMベアリング（10／ 585, 1.7％）（t = 
15.94, p = 0.00）よりも、CoCベアリング
（２／ 1498, p = 0.1％）の方が低かった。

　トライボロジー的見地から、CoCベアリ
ングは、活動的な若年層臼蓋形成不全性変
形性股関節症症例においても、インプラン
トの長期耐久性が期待できる。

$

$ $

$ $$
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ポイント なし→あり：N = ３（1.0％）
STT

UT

VT

WT

XT
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痛み

可動性

歩き振り

ADL

56（28－83）ポイント

術前 術前

91（61－100）ポイント

最終観察時 最終観察時

痛み

可動性

歩き振り

ADL

なし：N =182                 

あり：N = 108                 
（37.2％）

なし：N = 47

あり：N = 243                 
（83.8％）

平均50度
（39-71）

平均89度
（35-120）

平均10度
（０-25）

平均40度
（23-58）

平均６度
（－10-20）

平均25度
（５-45）

平均29度
（８-54）

平均22度
（０-50）

平均26度
（０-20）

術前
シャープ角

屈曲 内転

術後
カップ設置角

伸展 外旋

術後
カップ前方開角

外転 内旋
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治療：
　両側同時セメントレ
ス人工股関節置換術を
前外側アプローチで
行った。症例の年齢と
活動レベルを考慮し、
CoCベアリングカップ
ル（BIOLOX Ⓡ forte）
を使用した。両側と
も広範囲軟部組織リ
リースを併用した。内
転筋群（大腿骨停止
部）、内転筋腱（恥骨
部）、大臀筋（殿筋粗
面から）、大臀筋腱（大
腿骨付着部）、大腿四
頭筋および縫工筋（起
始部）、腸腰筋腱（小
転子部）、および大腿
筋膜のVY延長（図２）
を行った。術後１年正
常歩行が可能となり、
拘縮は劇的に改善（図
３）、脚長差も良好に補正された（図４）

症例報告

Atsushi Kusaba氏は日本の神奈川
県にある海老名総合病院人工関節・
リウマチセンターの医長である。同
博士は、日本リウマチ学会の評議
員・指導医であり神奈川リウマチ医
会の学会長である。同博士はSICOT、
DGOOC（ドイツ整形災害外科学
会）およびInternational Society for 
Technology in Arthroplasty（ISTA）
のメンバーである。同博士は、英語あ
るいはドイツ語で５冊の教科書、33
の出版物および105件のプレゼンテー
ションを著している。同博士は日本お
よびドイツで医師免許の交付を受けて
いる。
 
連絡先：
医学博士　草場　敦
海老名総合病院　人工関節・リウマチ
センター
〒243-0433　日本国神奈川県海老名
市河原口1320
電話番号:+81-462-33-1311 
Fax番号:+81-462-32-8934
e-mail: weardebris@aol.com

症例１：Kalamchi ＆ MacEwen分類II型股関節に対する
　　　　 セメントレスCoC THA診断
診断：
　先天性股関節脱臼の既往を有する二次性変形性関節症、55歳女性（図１）。
幼児期に、股関節脱臼の整復後ギプス治療を受けている。ギプスによる血
行障害とそれに伴う発育障害によって、大腿骨頭が扁平化している。著し
い脚長差と拘縮のために術前はほぼ歩行不能であり、両側股関節に激しい
痛みを訴えていた。

１

２

臼蓋形成不全による変形性関節症に対する治療オプション
セラミック・オン・セラミックベアリングの症例報告
医学博士　Atsushi Kusaba

図１: 先天性股関節脱臼の既
往を有する二次性変形性関節
症、55歳女性

図２: 大臀筋腱付着のリリー
ス

図３: 術後１年: 歩容は正常
となり拘縮は劇的に改善した

図４: 術前（a）、術後（b）の全下肢Ｘ線像

a b



!;

症例２：Crowe Ⅳ股関節症に対する
　　　　 セメントレスCoC THA
診断：
　未整復の先天性股関節脱臼および続発した関
節症、57歳女性（図５）。術前跛行が著しく、歩
行には杖が不可欠であった。

治療：
　前外側アプローチにて左セメントレス人工股
関節置換術を行った。臼蓋は浅く小さいため臼蓋
形成術を併用した（図６）。ベアリングカップル
はCoC（BIOLOXⓇforte）（図７）であった。症
例１と同様に、脚延長および筋緊張のバランスの
ために、広範囲の軟部組織リリースを追加した。
術後１年時、対側の疼痛のために右側にも同様
の手術を行った。左側手術から５年後、杖なし
で正常歩行が可能となり患者の満足度は高い（図
８、９）。

図６: 臼蓋形成術 図７: CoCベアリングカップル 図８: 右側手術の1年後に行った左側人
工股関節置換術

図９: 術前（a）および左側術後10年時（b）の全下肢Ｘ線像

図５: 未整復の先天性股関節脱臼および続発した関節症、５７
歳女性
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　ドイツ整形外科学会（the German Society for Orthopaedics and 
Orthopaedic Surgery, DGOOC）は、2010年10月ベルリンで開催された
ドイツ整形外科・外傷学会議（the German Congress for Orthopaedics 
and Traumatology, DKOU）において、Heinz Mittelmeierリサーチ・ア
ワードをSaverio Affatato博士（イタリア、ボローニャ）に贈呈した。受
賞の理由は、「セラミック・オン・メタル人工股関節置換術におけるミキシ
ングとマッチング：インビトロ股関節シミュレータによる研究」について
の博士の論文であった。賞金の5,000ユーロはCeramTecによって寄贈さ
れた。
 
　Affatato博士らは、ハイブリッドのセラミック・オン・メタルベアリン
グ（28、32、36mmの直径）の摩耗特性について、セラミック・オン・
セラミックの場合との比較研究を行った。セラミックコンポーネントとメ
タルコンポーネントはそれぞれ異なるメーカーのものであった。テストに
供用されたのはベアリング用途としてメーカーから供用されたコンポーネ
ントの組合わせではない。実験において標準化された摩耗シミュレーショ
ン・テストで体積損失すなわち体積摩耗を測定した。その結果、セラミック・
オン・セラミックよりもセラミック・オン・メタルの方がはるかに大きな
摩耗を示した。また、32mmのボールヘッドを使用したセラミック・オン・
メタルの場合、36mmボールヘッドを用いた場合よりも、摩耗の度合いが
はるかに大きかった。
 
　摩耗のパターン、球状耐性についての実験結果をみると、組み合わせるこ
とを意図して作られたわけではないベアリング部品は使用しない方がよい、
ということが確認できた。幾何学的に適合しないベアリング部品は臨床で失
敗を引き起こしかねない。

受賞

Heinz Mittelmeier リサーチ・アワードに
ミックス & マッチ研究

文献（抜粋）
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　Saverio Affatato博士は、1995年以来、イタ
リア　ボローニャにあるthe Istituto Ortopedico 
Rizzoliのthe Laboratorio di Tecnologia Medica
（LTM）で研究を続けてきた。博士が焦点をあて
たのは、股関節および膝関節シミュレータにお
ける摩耗評価用のプロトコールを開発すること
であった。研究活動の他に、Affatato博士はボ
ローニャ大学で教鞭をとり、その講義内容には、
コンピュータ化された人工股関節置換術後の評
価方法も含まれている。博士による科学論文は
40以上、さらに “Artificial Organs”、“Clinical 
Biomechanics”、“Journal of Biomechanics”
といった定期刊行物の査読も行っている。バイオ
マテリアルに関するヨーロッパ委員会COST533
のメンバーも経験し、現在はItalian Tribology 
Association（AIT）（イタリア　トライボロジー
学会）に所属している。

F i tz -Uwe N iethard 氏（German Soc iety  for 
Orthopaedics and Traumatology）、Saverio Affatato
氏、Heinrich Wecker氏（CeramTec）、授賞式の後に撮影。

研究論文募集
 
　2011年、ドイツ整形外科学会（the German Society for Orthopaedics and 
Orthopaedic Surgery, DGOOC）はthe Heinz Mittelmeier Research Award贈呈
を再び企画、受賞者には5000ユーロが贈られる。賞金はセラムテック社より寄付
され、受賞の対象となるのは、バイオセラミックスの分野、そして人工関節置換術
における摩耗の問題、加えてセラミック・インプラントの臨床結果の分野において、
目覚しい研究、開発結果をあげた45歳までの若い医師、技術者、研究者である。

　論文は2011年８月31日(投函日)までにDGOOCに提出すること。賞は2011年
10月25－28日にベルリンで開催されるドイツ整形外科・外傷学会（the German 
Congress for Orthopaedics and Traumatology, DKOU）において贈呈される。

応募の詳細詳細情報は下記にお訊ねください。
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電話： ＋49 30 84 71 21－31（ドイツ）
ファックス： ＋49 30 84 71 21－32（ドイツ）
Eメール：info@dgooc.de
　　　　  www.dgooc.de





下記に関する情報を希望：
 BIOLOXⓇ !"#$%

 BIOLOXⓇ &%'$(

 BIOLOXⓇ OPTION ‒ 再置換術と初回の置換術のためのボールヘッド・システム
 BIOLOXⓇ DUO ‒ バイポーラ型のシステム

  BIOLOXⓇ 〝実際の手術の模様を記録したトレーニング用DVD―股関節全換術におけるBIOLOXⓇ

セラミックス〟を送付希望。

  人工関節置換術におけるセラミックスに関する科学論文に関心があるので電話あるいはＥメールで
の連絡を希望。

 CeraNewsを定期的に受け取ることを希望。
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