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読者の皆様へ

医療分野と製造業は約50年間にわたり、関節置換
術の拡大と最適化に共に取り組んでまいりました。
それにより、外科手技はますます洗練され、インプラ
ントシステムは改善されてきましたが、一方で複雑に
もなってきました。

それと同時に、多くの国で、さらに大きな重圧がクリ
ニックや医師にかかっています。経済効率をあげよう
と努力するため、自由に使える時間は少なくなりまし
た。残念ながら、影響を受けているのは外科医の訓
練です。すでに厳しいクリニックの予算や医師の少
ない自由時間が、ほとんどの場合、さらに犠牲になっ
ています。

もし訓練に十分な時間を割くことができず、複雑な
インプラントシステムやそれらの手術手技の細かい
点について学ぶことができなければ、治療の質に影
響が及ぶことになります。しかし、最高の品質を達成
できた証を文書にしたクリニックによって、そのよう
な悪影響が及んでいない例もわかっています。関節
形成術のレジストリーをもつ国では、そのようなよい
例を、すでに独自に、客観的に監視しています。

インプラント製造業界は外科医の訓練に大きく貢献
をしていますが、それに対する報酬は通常ありませ
ん。しかし、インプラントの世界的な価格下落を考え
ると、自由になる資金はますます乏しくなりつつあり
ます。したがって、病院は雇用する外科医自身の専門
的訓練に投資し、従業員に訓練を受ける時間を十分
に与えることが賢明といえるでしょう。そうすれば、
外科医は、製造業者の必要不可欠で具体的なノウハ
ウを、意のままに持ち続けるでしょう。

敬具

Heinrich Wecker

編集部 インタビュー

重要なことは、どのようにして技術を身につけ
るかである。

Thomas Schmalzried博士は、米国でもっとも著名な外科医の一人
である。スタンフォード大学を卒業後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校

（UCLA）医学部で医学の学位を取得した。ハーバード大学で股関節と
インプラントのフェロー、および、マサチューセッツ総合病院の整形外科
で助手を務めた後、現在は、ロサンゼルスにあるSt. Vincent Medical 
Center、関節置換研究所の所長である。博士は、成人の股関節と膝の疾
病の診断と処置、特に関節全置換術を専門にしている。また、160を超え
る科学論文の著者であり、いくつかの科学ジャーナルの編集・審査委員
会のメンバーでもある。股関節完全形成術の先駆的研究に与えられるサ
ー・ジョン・チャンレー賞を3回受賞している。セラニュースは、2011年
5月、Current Concept in Joint Replacementで、博士とお会い
した。

関節置換研究所の概要について、教えて頂けますか？
　関節置換研究所は、1991年、Harlan Amstutz博士に
よって設立されました。私は、ボストンで博士と親交があっ
たため、1991年から研究所におります。研究所には外科医
が4人おり、整形外科手術を年に1,000例ほど行っていま
す。膝よりも股関節の手術の方を多く行っています。再手術
の割合は15～20％です。私たちが行う再手術のほとんど
は他院での先行手術例です。私たちは、患者の治療、研究、
そして教育に重点を置いています。この3つの点において、
私たちの仕事は非常に優れています。 

その3つを一体どのように組み合わせることができるの
ですか？
 
　必要な資源はみな同じ敷地内に整っています。患者を診
察するクリニックと研究施設は同じ屋根の下にありますし、
入院のための病院も徒歩圏内です。また、私は別の場所に
あるHarbor-UCLA Medical Centerのキャンパスでも仕
事をしておりますが、そこで独立した研修医制度を行ってお
ります。1年間に4人のレジデントを受け入れ、整形外科手
術の訓練を行っております。

研究資金はどこから出ているのですか？
　一部は、St. Vincent Medical Centerから援助を受け
ています。また、私は研究を支えるための私的財団をもって
おりますし、製造業界からもいくらか援助を受けています。
その他のところからも資金援助を受けてきました。
　例えば、整形外科研究教育基金などからです。Amstutz
博士は、別の所からも資金援助を受けています。

博士はどのようにして、そのような素晴らしい個人 
レベルに到達されたのですか？

　私は幸運にも素晴らしい教育を受けてきました。インタ
ーンシップとレジデンシーはカリフォルニア大学ロサンゼル
ス校（UCLA）で行いましたが、そこで関節形成術の真の先
駆者の一人、Harlan Amstutz博士の近くで働いていまし
た。当時、UCLAの整形外科部門は関節形成術を特に重視
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しており、アメリカの最先端を走る中心的存在の一つでし
た。私はそこで、国立衛生研究所の資金援助を受けながら、
レジデントの時間の合間に、関節置換術の研究を行う機会
を得ました。レジデンシーの終了後は、マサチューセッツ総
合病院（ボストン）のWilliam Harris博士のもとで働き、彼
の研究に深く携わりました。若いうちに、このような2人の
優れた著名な師に出会い、共に働けたことが、今の私の仕
事の基礎になっていると思います。

Amstutz博士やHarris博士のような方から、何か特
別なことを学ばれましたか？

　私が若い頃、インプラント周囲の骨溶解は、整形外科
「手術」の問題だとされていました。ある種の粒子は手術
に関係しているということが、ある程度わかっていました
が、それでも説明のつかない問題がいくつかありました。
それは、なぜ、骨溶解が起こるときと起こらないときがあ
るのか、なぜ、ある場所で起こり、別の場所では起こらなか
ったのか、という問題です。UCLAで私は、Amstutz博士
の開発したノンクロスリンク・ポリエチレンインサートとチ
タン製の大骨頭径ヘッドの組み合わせで、ポーラス構造
のボーンイングロースタイプの表面置換術に関する研究
を行っていました。ご想像通り、この方法の摩耗量は高く、
術後4年目には大腿骨頭と大腿骨頚部に骨溶解が起こる
ようになりました。私はその後、ボストンに行き、Harris博
士と共に、骨溶解の患者の再置換術を行うようになりまし
た。Harris博士が使用していたのは表面置換術ではなく
全置換術でしたので、骨溶解は骨幹部へと広範囲に及ん
でいました。Amstutz博士とHarris博士が使用した人工
関節はどちらも、同じ材質で、同じメーカーがつくったもの
でした。Harris博士の使用していた人工股関節は、ヘッド
はコバルトクロム製、シェルやステムはチタン合金製で、コ
ストを考えてかボーンイングロースタイプのポーラス構造
部分は純チタン製でした。私はいわば月曜日に人工股関
節置換術後、骨溶解が頚部と骨頭のみにとどまっている症
例の再置換術を行い、火曜日に骨溶解がさらに骨幹部に
まで広がっている同じ材質の人工関節の再置換術に携わ
ったのです。この2つの経験により、「効率的な関節内スペ
ース」という概念にたどり着きました。これに関して私たち

が発表した文献は、今でも非常によく引用されています1。
関節液や摩耗粉は単純に、抵抗がもっとも少ない方に流
れていきます。表面置換術では、関節全体が疑似関節包

（pseudocaple）に包まれていますので、体液や摩耗粉
が流れていける場所は、骨頭と頚部だけです。筋肉の収縮
や関節の動きにより、関節液に加わる圧が逃げる場所は、
実は関節内のスペースである、という動的なプロセスなの
です。

博士は、バスケットボールなど、運動に熱心に取り組
んでおられました。その経験は、博士のお仕事に役立
っているでしょうか？

　私は、この2つには共通要素があると思います。スポーツ
に真剣に取り組むときは、集中や傾倒、鍛錬という要素が
高くなります。整形外科の訓練においても、その経験は生
かされると思います。訓練には長い時間がかかるものです。
成果を挙げるためには、真剣に取り組まなければなりませ
ん。見渡してみれば、整形外科手術の分野には、どの専門
分野よりも、元運動選手が多いことがわかるでしょう。

1 Schmalzried TP, Jasty M, 
Harris WH.
人工股関節置換術後インプラン
ト周囲の骨消失
ポリエチレン摩耗粉、および、効
率的な関節内スペースの概念
J Bone Joint Surg Am.
1992 Jul;74(6):849–63

「関節液や摩耗粉は単純に、抵抗がもっと
も少ない方に流れていきます。」
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Thomas Schmalzried
医学博士

整形外科のご自分の専門分野には、どのようにして出会
われたのですか？　

　私の父は製薬業界で働いていましたが、整形外科医がも
っとも好きでした。整形外科医は、ごく普通の健康的な人た
ちだったからです。父にとって、内科医はインテリな感じがし
て苦手でした。私は、父にいい奴だと思ってもらえるような
人間になりたかったのです。そして、第2の転換点がありま
した。15才のとき自転車で事故に遭い、肩に手術が必要な
重傷を負ったのです。私は当時、優秀なバスケットボール選
手で、大学の奨学金を期待されていましたので、みんな、私
の将来に悪い影響が及ぶのではないかと非常に心配しまし
た。私は病院で入院中にあったできごとをよく覚えています。
非常に大柄な男性が、私の部屋に入ってきて、優しく穏やか
な口調で話しかけてきました。彼は私がバスケをプレーして
いるところを見たことがあり、私が非常に優れたプレーヤー
であることも知っていました。そして、「肩のことで、君を心配
させたくないんだ。私たちが治してあげるよ。君はきっと良く
なって、またプレーできるようになるよ。」と言ってくれたので
す。私は、そんなことができるなんて、何て素晴らしいことだ
ろうと思いました。大人になったらなりたかったのは医師で
はなく、整形外科医だったというわけです。

では、なぜ人工関節置換術に注目するようになったん
ですか？

　私はスポーツドクターになり、運動選手の治療をするつ
もりでした。でも、UCLAにいたときに、Amstutz博士と出
会い、教育課程の中心が関節置換術になったのです。そし
て、金属やプラスチックを人体内に設置し、関節機能をもと
に戻せることに、私は完全に心を奪われてしまったのです。

Amstutz博士とHarris博士は、東海岸と西海岸とで
ライバル関係にあった大物でした。この2人をどのよ
うにして結びつけたのですか？

　この2人から訓練を受けたのは私だけです。2人がライバ
ル関係にあったのは知っています。私がボストンに行ったと
きに、Harris博士が求めていたことの一つが、Amstutz博
士の見識をできるだけ知りたいということだったのは、明ら
かでした。Harris博士は、どのようにしてAmstutz博士の
部門が設立され、運営されているのか、Amstutz博士がこ
のことやあのことについて、どのように考えているか、など、
しつこく質問されていました。ボストンから戻り、Amstutz
博士と再び働き始めると、また同じことが起こりました。こ
れについて、Harris博士はどう考えているだろうか？　あ
れについて、Harris博士ならどうするだろうか？　などと、
質問されました。しかし、不都合なことは全く何もありませ
んでした。居心地の悪さは全くありませんでした。それは、ご
く当然のことですが、2人と関わっている人間が少なくとも 
1人いることは良いことだと、2人ともわかっていたからだと
思います。 

今でも、東海岸と西海岸で体質が異なるのでしょう
か？

　今では相違は少なくなりました。それでもまだ、小さな問
題では議論の起こることがありますが、製造業界が成長し
てきて、経験とデータを積んでおり、今では既知の問題にな
ったものが多いので、両者が合意する部分は多くなってい
ると私は思います。

現在の表面置換術（HR）に関する議論について、どの
ように思われますか？

　最近の議論は、私にはちょっとよくわかりません。たとえ
ば、CCJRの最近の活発なやりとりでよく耳にする、相反す
る意見についてみてみると、表面置換術（HR）の再手術率
は高く、好ましくない組織反応が主問題であるという印象
を受けます。実際、HRの再手術率は、他の場合に比べ、高い
でしょうが、絶対的に高いかというと、そこには議論の余地
があります。実際のところ、HRの再手術が、好ましくない局
所的組織反応のせいであることは少ないのです。オーストラ
リアのレジストリーによると、メタル・オン・メタルに対する再
手術は、ほとんどの場合カップのゆるみが原因であると記録
されています。しかし、表面にボーンイングロースが起こらな
い、もともと骨と固着しないタイプのカップに対してインプラ
ントがゆるんだという表現はどうでしょう？　問題は表面の
ボーンイングロースが原因でしょうか？　チタンではなく、コ
バルトクロムが原因でしょうか？　ベアリングの摩擦抵抗が
高いからでしょうか？　正しい答えはわかりません。HR後の
患者を診ていない外科医が、HRを肯定することはないでし
ょう。彼らは問題を抱えたHR患者を眺めているだけなので
す。HR患者の共通の問題点は、インプラントの設置位置と
関連があります。うまく設置され、うまく機能しているインプ
ラントは、ストライクゾーンに設置されています。うまく機能
していない場合、あるいは局所的問題がある場合、多くはイ
ンプラントの設置位置に問題があります。直接体験がない
医師たちは、問題が技術にだけ関係していると考えがちで
すが、実は、問題には3つ以上の原因があるのです。1つは患
者サイドの問題、2つめは手術手技、そして3つめがインプラ
ントです。

博士は、若年者に対する人工股関節置換術の結果に、
概ね満足されているのでしょうか？

　満足しています。

しかし問題もありますよね。どのような課題があるで
しょうか？

　これまで、関節形成術を行う外科医は術後の耐久性に重
点を置いてきました。私は全面的にそれに賛成しています。
しかし、その考えにより、時には、恐らく意図していなかった
結果を生むこともありました。その一つが、若年患者への治

インタビュー（続き）

「大人になったらなりたかったのは医師ではな
く、整形外科医だったというわけです。」

「オーストラリアのレジストリーによる
と、メタル・オン・メタルに対する再手術
は、ほとんどの場合カップのゆるみが原
因であると記録されています。しかし、表
面にボーンイングロースが起こらない、
もともと骨と固着しないタイプのカップ
に対してインプラントがゆるんだという
表現はどうでしょう？」
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療のためらいです。もし、患者に「あなたはまだ若いので、も
う少し待った方がいいでしょう」と言うとしたら、それは、患
者の今現在の生活の質（QOL）ではなく、将来のQOLに重
きを置いていることになります。その考え方は、冷静に考え
てみてどうでしょう？　なぜなら、誰にとっても、明日は確実
なものではないからです。私の患者に、著名な整形外科医が
多い大都市の近郊に住む方がいました。彼はそれらの整形
外科医と相談したところ、「あなたは、股関節の全置換術を
受けるには若すぎます。もう少し待った方がいいでしょう。」
と言われました。しかし、彼は私のところに来て、「私には12
才と14才の息子がおり、彼らにしてやりたいことがあるので
すが、この股関節のためにすることができません。私として
は、股関節の置換術を受けるのは今だと思うのです。」と言
うのです。私は、彼に股関節表面置換術を行いました。彼は
10年間来てくれましたが、股関節の再手術はありませんで
した。手術から5年後、私にｅメールを送ってくれましたが、
そこには「もし明日、この人工股関節が壊れても、私は後悔
しないでしょう。なぜなら、この股関節のおかげで、私は息子
たちと素晴らしい時を過ごせたからです。」ということが主に
書かれていました。彼には表面置換術が最適の選択でした
が、他の患者にもそうとは限りません。医者は慎重に患者を
選ばなければなりません。インターネットを検索して、表面
置換術について調べる患者もいますが、彼らの体の構造や
骨の質が表面置換術に適しているとは限りません。しかし、
患者たちは、スキーやテニス、サーフィンをもう一度したいと
願っているのです。もちろん、最新の股関節全置換術によっ
て、それらも可能になります。ですから、私は患者に「もしそ
ういったことをしたいのなら、技術的には可能ですよ」と言っ
ています。

そこには何の制限もないのですか？

　私たちは、アメリカ股・膝関節外科医学会（AAHKS）の
会員に、関節全置換術の後、患者にどのような助言をする
かについて調査をしました。唯一、全員が合意したことは、
彼らに助言したり、支持したりできるデータが十分にない
ということでした。もし65才のメディケア患者（米国の高齢
者医療健康保険制度の対象患者）を診るとしたら、私は恐
らく、この患者に、何でもやりたいことができるようになり、
死ぬまでインプラントが持ちこたえられる根拠があると言
うでしょう。しかし、「若くて非常に活動的な患者が実践し
たいような、衝撃性の大きい一部のスポーツなど、大きな負
荷のかかる状況下で、今の世代の技術がどの程度、持ちこ
たえられるのか」という問いには、誰もデータを持ち合わせ
ていません。患者は「それはどのくらいもつのですか？」と尋
ねるでしょう。しかし、彼らが本当に聞きたいのは、「自分の
体内で、それがどの程度持ちこたえられるのか」ということ
なのです。一言で答えるとしたら、「誰にもわからない」とし
か言えません。なぜわからないかの理由の一つは、「インプ
ラントが長持ちするように、そのようなことはしないで下さ
いと、2世代にわたる外科医が患者に伝えてきた」からです。
関節形成術の初期の時代には、そのような助言は理に適っ
ていました。今日のような材質はありませんでしたし、うまく
いかなかったときの代替手段もありませんでした。今日のよ
うな再手術の技術もありませんでした。幸いにも、これらす
べてのことは進化を遂げてきましたので、生体内の状況を
より綿密に評価しつつ、私たちの助言も進化させるべきだ
と思います。私は、現在の技術による人工股関節が何年ぐ
らいもつのか知りたいと思います。

活動レベルに関する博士の研究について、教えていただ
けますか？

　私たちは来年の学会に提出する予定のデータを集めてい
ます。私たちは、2週間再充電不要で、リアルタイムで脚の動
きを計測することができる防水で小型の2次元加速度計を
使っています。それによって、水泳、サイクリング、ウォーキン
グ、ランニングなどを区別して状況を推定すると同時に、曲
げモーメントやインプラントにかかる力についても考慮する
ことができます。この研究には25人の患者しか関与してい
ませんが、それは非常に時間と資金がかかるからです。この
装置は高価で、この装置の使用を人々に委託することは、簡
単なことではありません。患者の中には1年間に500万回も
インプラントを動かした、非常に活動的な方もおられます。
一般的には、60代の方は非常に活動的ですが、それでも時
間が経つにつれ、活動レベルは下がります。70～80才の間
になって、ようやく活動レベルが下がることには、感銘を受
けます。しかし、もし患者が若いうちにこの調査を開始でき
れば、常に活動的な10年間にわたり、データを得ることが
できます。これらの研究が重要になりうると思う理由は、デ
ータに基づいて、現世代における技術の機能的能力を実体
視できる可能性があるからです。 

現在は、利用可能な様々な技術があります。技術を選
ぶ時の基準はありますか？

　もし、患者さんがメディケア患者であれば、病院は、診断
科目別標準定額料金決定システム（DRG）で支払いを受け
ます。この場合、病院は手術全体に対する包括払いを受け
るので、できるだけ安価な関節置換術を好みます。組織によ
っては、「患者需要マッチング」の概念を採用しています。こ
れは、もし患者が65才であれば、あまり要求度は高くない
ので、高価な技術は必要ないだろう、という考え方です。し
かし、私たちのデータでは、それぞれの患者の技術を選択
するにあたり、患者の年齢は最適な基準ではありません。
実際、ボディーマス指数（BMI）の方がずっと良い予想指数
なのです。関節形成術を必要とする人々は、時間が経っても
体重が変わらない傾向があります。そして、スリムで締まっ
た体型の患者には活動的な傾向があり、肥満体型の患者
には非活動的な傾向があります。

これらすべてに関して、インプラントの種類を決める
手順はありますか？

　あるともないとも言えます。今のところ股関節置換の方
針はいつも同じです。私は多くの場合、同じチタン合金のテ
ーパー形状のステムと、同じくチタン合金製のボーンイング
ロース型ポーラスシェル、およびクロスリンク・ポリエチレン
を使用しています。宝石や金属に対するアレルギー歴があ
る方や、再手術の場合には、いつもセラミックヘッドを使用
します。これは、コバルトクロム・インプラントで問題が生じ
たことがあるからです。また、活動レベルの高い小柄な女性
にもセラミックヘッドを使用します。大柄な男性には、コバル
トクロムのヘッドを使用するのが一般的です。これは、単に、
耐摩耗性と、破損リスクとの兼ね合いです。BIOLOX®delta
の材質の破損リスクが低いことは知っています。私は、ステ
ムテーパーとボールヘッドの嵌合が浅くなる場合には、セラ
ミックヘッドを使用しないようにしています。股関節全置換

「患者の中には非常に活動的で、1年間に500万
回もインプラントを動かした方もいます。」
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の場合は、セラミックヘッドとメタルヘッドの利点とリスクを
総合的に検討し、どちらが好ましいかを検討します。もちろ
ん、セラミックの耐摩耗性の方が破損リスクを上回っている
という議論ができることはわかっています。

しかし、なぜ、患者の年齢で区別するのですか。そこ
にどのような違いがあるのですか？

　恐らく、クロスリンク・ポリエチレンの使用した私の経験
が反映していると思います。過去10年のデータによると、ク
ロスリンク・ポリエチレンの摩耗率は、メタルヘッドを使用し
た場合でもかなり低く、65才以上のメディケア患者におけ
る摩耗関連問題のリスクも非常に低くなっているのです。従
って、私たちの病院の予算を考慮し、コスト効率がよく、より
廉価であるメタルヘッドを使ってもなお、患者に再手術のな
い技術を提供できるのかどうかを検討しています。

価格は問題になるのでしょうか？

　一部の患者群にとって、価格は問題になります。アメリカ
では健康医療への資金調達は一律ではありません。メディ
ケア患者については、サービスに対してパッケージ化され
た支払いを病院は受けとります。従って、インプラントのコス
トが上がると、病院の利益は減少します。一方、間接的に、
より高価な技術の利用を実際に促す民間の保険モデルが
あります。外科医は、支払者と病院の両方の予算を考慮し
なければならないのです。もし、病院にコストがかからずに
技術料が支払われるメカニズムがあれば、私は利用可能な
最高の技術を提供したいと思います。しかし、コスト問題に
は敏感にならざるを得ないのです。

数年前、Harlan Amstutz博士が、セラミックの表面
置換術を選択したいけれど、技術が利用可能ではない
のだと、私たちに話していました。これについては今
後どうなるでしょうか？

　セラミック・オン・セラミックの表面置換術は、私がずっと
興味をもっていることです。問題はソケットなのです。現世
代の股関節表面置換術から学んだことの一つは、もし、セメ
ントレス臼蓋コンポーネントを使用し、かつ、股関節全置換
術によって広範囲に骨を切除する場合に劣らない結果を出
したいのであれば、壁厚の計が5mm以下でなければなら
ないということです。また同時に、特にセラミックコンポーネ
ントの場合は、大腿側コンポーネントが骨またはセメントに
よって十分に被覆されていることが必須条件です。過去10
年の経験から学んだことの一つは、表面置換術の概念は実
現性が高く、機能的にも優れているということです。メタル・
オン・メタルのベアリングでこれを行ったという事実は別に
して考えなければなりません。 

今後5～10年の間に、股関節置換術はどのようになる
とお考えですか。博士の将来の計画はどのようなもの
ですか？

　アメリカの技術の進歩はゆるやかになっていくでしょう。
それは、新しい技術をアメリカ市場に取り入れることがます
ます難しくなるからです。新技術はアメリカ以外の国に導入
されていくでしょう。私は最先端の場にいたいので、このこと
は私にとって残念なことですが、それが現実です。

　私は、今行っていることを引き続き、続けていきます。私は
外科の仕事を楽しんでいます。患者の活動性や機能、インプ
ラントの耐久性についての研究も続けていきたいと思って
います。私たちができる独自の貢献は、私たちの結果を単に
年月の観点からだけではなく、活動量の観点からも行うこ
とです。私は表面置換術に関する研究も続けます。私自身4
つの異なったタイプのインプラントを用いて同一の術者で
メタル・オン・メタルの表面置換術を行った、という経験があ
ります。私は、患者がもっとも重要な要素になるようにする
ことができる都合のよい立場にいます。2番目に重要な要素
は手術手技です。その次に、インプラントに関連する問題が
ありますが、これは適切な患者の選択と手術手技の前では
二の次になります。 

患者の選択を改善することは可能ですか？  

　もし、表面置換術の市場が十分に大きければ、さまざま
な患者を幅広く選択し、それらの患者のために使用するイ
ンプラントを開発することができるでしょう。ですから、今の
ところ、メタル・オン・メタルの表面置換術に関しては、大人
数で、かつ比較的若い患者グループに使用することができ
れば、最良の結果を得ることができることが、あらゆるデー
タによって示されています。セラミック・オン・セラミックは臼
蓋形成不全による関節症を患う、小柄な若い女性にとって
良い治療法になる可能性があると思います。

高度クロスリンク・ポリエチレンの信頼性は非常に高
いですね。究極の目的は骨溶解に関するものでしょ
う。骨溶解の問題はもう解決されたのでしょうか？

　いいえ。世間はクロスリンク・ポリエチレンに満足してい
るような傾向がありますが、5年のデータは、10年や20
年のデータとは違います。私たちの実際の知識の限界を
知らなければなりません。McKee-Farrar型の20年目と
Charnley型の20年目を比較したスウェーデンの報告
書があります。McKee-Farrar型は、5年の再手術率が
Charnley型よりも高かったため、早い時期にマーケットシ
ェアを失いましたが、20年目のサバイバル・レートは同じな
のです。レジストリーのデータが短期間の成果に大きく左
右されることを忘れてはいけません。最初の5年間に起こる
ことが、後の行動に影響を及ぼすのです。このことを認識し
ていなければなりません。

インタビュー（続き）

「過去10年の経験から学んだことの一つは、表面置換術
の概念は実現性が高く、機能的にも優れているということ
です。メタル・オン・メタルのベアリングでこれを行ったと
いう事実は別にして考えなければなりません。」

「新技術はアメリカ以外の国に導入
されていくでしょう。私は最先端の場
にいたいので、このことは私にとって
残念なことですが、それが現実です。」
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若くて非常に活動的な患者への手術手技は、一般的な
患者への場合と異なりますか？

　私の手術手技が患者の特性によって変わることはありま
せん。世間では、侵襲性が少ないこと、あるいは、できる限り
少ないことを話題になっていますが、私たちがみな口にする
のは、トータルにみた手術侵襲を減らすこと、そしてその重
要な要素の一つが生理的状態の温存です。ですから、みな
さんは組織や組織面を丁寧に扱い、創傷部を乾燥させてお
きたいと思うでしょう。多くの患者が、手術のアプローチは
前方か後方か、というような質問をします。それがインター
ネット上で議論になっていることだからです。私はそれに対
して、このような例を挙げて答えています。テレビにフード・
ネットワークというチャンネルがあり、料理の競技を行って
いますね。3つの同一のキッチンがあり、同一の材料が3セッ
トあります。最初のキッチンには、アジア料理に定評のある
料理の鉄人がいます。2番目のキッチンには、伝統的な南部
料理に定評のあるポーラ・ディーンがいます。そして、3番目
のキッチンには、自動車整備士のジェシー・ジェームズがい
ます。3人が同じ材料を使ってスープを作ります。料理の鉄
人はとても美味しいスパイシーなスープを作り、ポーラ・デ
ィーンはこってりとしたクリームスープを作ります。この2つ
はまったく異なるものですが、どちらもとても美味しいとい
うことでは共通しています。一方、ジェシー・ジェームズのス
ープはひどいものです。彼は、どのように材料を合わせたら
いいのかわからないのです。彼は自動車整備士であり、コッ
クではないのですから。私は、常に正しい、あるいはベター
な手術手技の要素など、一つもないと思います。大切なこと
は、手術におけるすべての要素をどのように組み合わせるか
なのです。

ますます知識の増える患者をどのように扱いますか？

　患者は診察室に入ると、リストにした質問をするか、また
はインターネットからダウンロードした内容を私に見せる
かのどちらかです。まず理解しなければいけないことは、彼
らは自分が行った調査をとても誇りに思っており、自信を持
っているということです。患者が行った調査には敬意を払わ
なければなりません。もし、それを軽視すると、患者もあなた
のことを軽視します。一つの例を挙げましょう。私の自宅で
感謝祭のディナーをしたときのことです。10才の頃から私
のことを知っている近い親戚が来ていました。彼は、UCLA
を卒業し、自営業を行っている頭のいい人です。彼は私が
医学校に行き、訓練を積んできたことをすべて見ています。
彼が私を信用しない理由は何もありません。私たちは同類
なのです。ディナーの後、彼は私に、かかとに痛みがあるの
だと言いました。私は、ダイニングテーブルのその場で彼の
足を診てみました。彼が靴とソックスを脱ぐと、私はかかと
の底を軽く押し、それからアキレス腱の後ろをつまんでみま
した。痛みはないようです。しかし、かかとの後ろを押してみ
ると、とても痛がりました。彼は、踵骨後部滑液包炎でした。
これを聞くと、彼は頭を振り、「絶対に足底筋膜炎ではない
のか？」と聞きました。私は答えました。「もし足底筋膜炎な
ら、ここを押すと痛いはずだよ。ここは痛いかい？」彼は「痛
くない」と言います。私が「ここが痛いんだろ？」と聞くと、彼

が「そうだ、痛い！」と言います。「それじゃ、踵骨後部滑液包
炎だよ」と私が言うと、彼は「アキレス腱炎では、絶対ないの
か？」と聞きます。「もしアキレス腱炎なら、ここをつまむと痛
いはずだよ。ここは痛いかい？」と私が聞くと、彼は「痛くな
い」と言います。「でも、ここが痛いんだろ？」と言うと、「そう
だ。そこは痛い。やめてくれ！」と彼は言います。「それじゃ、
踵骨後部滑液包炎だよ」と言うと、彼が妙な顔をしたので、
私が「どうしたんだ？」と聞くと、彼は「そんな病気の名前は
インターネットで見たことがない」と答えたのです。

「レジストリーのデータが短期間の成果に
大きく左右されることを忘れてはいけませ
ん。最初の5年間に起こることが、後の行動
に影響を及ぼすのです。」
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　とりわけ最も広範囲にわたって議論された人工股関節
置換術における臨床の傾向は以下のとおり。

• MoM THAおよび股関節表面置換術における金属摩耗
粉に対する有害反応（ARMD）

• 大骨頭径ベアリング
• 摺動面別の再置換率および再置換の結果
• 無菌性再置換におけるリスク要因
• インプラントの信頼性および耐久性

　セラニュースでは、摺動面に関する最新の開発概要を読
者に提供するため、討議をモニターした。

AAHKSの外科医が行った関節全置換術（TJA）の
数は、2008年より2009年のほうが少なかった。
研究では将来、整形外科医の数が少なくなると予想
している。

Richard Iorio氏ら（米国）16は、2009年後半にthe 
American Association of Hip and Knee Surgeons 

（米国股膝関節外科医学会）（AAHKS）が行った広範囲
にわたる調査の結果を発表した。AAHKSは、学会の会員 

（回答率：48.1%；458／953）に、米国において不況が成
人に対する再建手術に与える影響を評価するよう求めた。

　著者らは、調査対象のAAKHSの外科医のうち33.6%
が、手術数は減少したと報告し、10.8%は増加したと報告
した。合計31.1%が診療報酬の減少によりTJA治療を変
更していると報告した。著者らは、メディケアの診療報酬が
15～20%減少すれば、49～57%のAAHKSの外科医が
メディケア患者にTJAを行うことができなくなるかもしれ
ないと報告した。著者らは、2009年にAAHKSの会員が
行ったTJA施術数は294,067例であったと推定した。これ
は、2008年の推定TJA施術数である295,430例と比較す
ると、0.5%減少している。景気は回復しつつあるが、高齢の
AAHKSの外科医の多くは引退し、後継となる若い外科医
はその数を下回るだろう。その結果、診療報酬が増えない
限り、将来、TJA施術を求める米国の患者は手術を受けら

れなくなるかもしれないことを著者らは懸念している。

専門家は、1992年～2005年に米国で関節リウ
マチ（RA）患者に対する初回人工関節全置換術
（TJA）の需要が減少したことを報告した。

　The Nationwide Inpatient Sample (NIS) Data-
base （全国入院患者データベース）33は、1988年に開始
された。これは病院入院事例に関する米国最大のデータ
ベースであり、米国の地域病院の約20%（約1,000病院）
からの年間700万例を越える入院事例に関するデータが
含まれている。
　このデータベースを利用してMarc W. Hungerford
氏ら（米国）13は、1992年～2005年に行われた人工関
節置換術（TJA）すなわち股関節（THA）、膝関節（TKA）、 
肩関節（TSA）および肘関節（TEA）置換術の総数および
RA患者に対する施行数を割り出した。総計で、THAは
2,416,563例、TKAは4,164,465例、TSAは125,810
例、TEAは21,816例であった。そのうち、RA患者に対す
る施行数は、THAが77,736例（3.2%）、TKAが153,501
例（3.7%）、TSAが8,725例（6.9%）、TEAが6,097例

（27.9%）であった。入院は、186,813例（1992年）から
358,261例（2005年）へと92%増加した。対照的に、同
期間でRA患者に対するTJAの施行率は減少し、THAが
39.3%、TKAが20.7%、TSAが22.9%、TEAが46.9%と
なった。著者らは、RA患者におけるこれらの変化は、RAの
重症度、および治療面におけるコントロールの変化を反映
している可能性があると結論づけた。

人工股関節全置換術（THA）における無菌性の再
置換のリスク要因：25,377例の初回THAについ
ての米国におけるレジストリーの分析
　Robert S. Namba氏ら （米国）28,29 は、米国における
THAおよびTKAの結果に影響を及ぼす要因が、いまだ十
分に理解されていないことを報告した。著者らは、現在の傾
向に基づいて、再置換THAの数は、2005年の約40,800

AAOS

新着情報 
米国整形外科学会（AAOS）

第78回年次大会のハイライト

サンディエゴ　2011年2月15～19日

　15,101名の整形外科医がサンディエゴで開催された2011年の年次大
会に出席した。出席者の内訳は、米国10,332名、カナダ745名、ヨーロッパ
1,771名、アジア1,089名、中南米936名、オーストラリア87名であった。 ま
た、1,719名のコメディカル職員も参加した。その他に11,652名の展示者も
参加した。591社の企業が、面積29,000平方メートル（約300,000平方フィ
ート）の会場で製品を展示した。今回のAAOS会議で開催された教育プログラ
ムには、30以上のシンポジウム、750のオーラルプレゼンテーション、100の科
学的展示、600のポスタープレゼンテーション、および200のビデオ・教育コー
スが含まれていた。また、世界各国の整形外科関連企業が500以上の技術展示
を行った。
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例から2030年には96,700例となり、今後20年間で増加
するだろうと述べた。TJRレジストリーは2001年に、スウ
ェーデンのレジストリーに倣って作られた。このレジストリ
ーは、6地域の50病院で実施されてきた。2010年12月現
在、112,000例のTJR症例が登録されていた。2009年3月
31日時点で、26,466例の初回THAと3.298例の股関節
再置換術が登録された。患者の大部分は女性（57%）であ
った。初回THAの30%と再置換術の28%が60歳未満の
患者に対して行われた。初回THAを受けた患者の診断は変
形性関節症が89%と最も多かった。股関節再置換の主な
理由は、関節の不安定性（27%）、無菌性のゆるみ（24%）、 
ポリエチレン（PE）の摩耗（20%）および骨溶解（18%）であ
った。

　メタルヘッドが、初回手術（76.7%）および再置換
術（75.7%）とも、なお大多数の症例で使用されてい
た。MoXPEは、初回手術の53.9%、再置換術の43.9%で使
用されていた。ヘッド径は32mmのものが、初回（36.2%） 
および再置換（32.4%）とも、最も多かった。著者ら
は、36mm径が支持されるようになり、32mm径の使用は
減少傾向にあると報告した。36mm以上の径のボールヘッ
ドの使用が年とともに増加しており、2002年には4.8%で
あったものが、2008年には54.4%になった。
　サバイバル・レート（Kaplan-Meier分析）と感染以外の
理由による再置換のリスクが、25,377例の初回THAにお
いて評価された。患者の大部分が女性（57.4%）であった。
また、患者の44.4%が65歳未満であった。累積的サバイバ
ル・レートは、術後5年時点で97.4%であった。下記のリス
ク要因が特定された。

•変形性関節症以外の診断（p＝0.007）
•MoPベアリング表面 （p＝0.011）
•36mm未満のヘッド径（p＝0.001）

　これに関連して、著者らは、CoXPEベアリング表面は、感
染以外の理由による再置換のリスクを減少させると指摘し
た。

「Cox回帰分析により、変形性関節症以外の診断、メタ
ル・オン・従来型ポリエチレンのベアリング表面および
36mm未満のヘッド径がTHAの無菌性の再置換のリス
ク要因として特定された。」

　　　　　　　　　Robert S, Namba氏　医学博士

メタル・オン・メタルベアリング

 

2005年～2007年に米国で行われた初回
MoM THAの普及率 

　Steven M. Kurtz氏ら（米国）19 は、2005年～2007
年の Nationwide Inpatient Sample (NIS) Database 

（全国入院患者データベース）を使用して、初回MoM 
THAを特定した。この期間中、米国におけるMoM THA施
術数は32％から38%に増加した。女性患者に対するMoM
の使用は、44％から49%に増加した。2007年、57%の
MoM患者は65歳未満であった。43%の初回MoM THA
はMedicare患者に対して行われたと、著者らは報告した。
著者らは、MoMベアリングの使用には不確定要素がある
ものの、女性や老齢の患者に対する使用は増えていると指
摘した。

大骨頭径MoM股関節置換術におけるメタル
イオン濃度と摩耗率

　Ajay Malviya氏ら (イギリス)24 は、大骨頭径MoM股
関節表面置換術を受けた患者と、28mmのMoP THAを
受けた患者の、術後1年時における全血中メタルイオン濃
度を測定した。著者らは、17%のMoM患者の金属イオン
濃度が、イギリスのMHRA推奨の限界濃度27より高かった
ことを立証した。
　著者らは、大骨頭径ヘッドを併用したMoM THRには金
属イオンの問題があることと、実証された機能上の恩恵が
ないことため使用の限界があると結論づけた。

科学文献における最近の調査報告では、メタローシス、偽腫瘍および無菌性リンパ球性血管炎関連病変
（ALVAL）などの金属片に対する有害反応（ARMD）とMoMインプラントが結び付けて考えられた。しか
し、MoM股関節置換術を受けた患者の血液や尿、内臓に金属イオンが存在することが及ぼす影響は、まだ
十分に理解されていない。重金属への暴露によって、生殖器系に問題が生じる可能性があることは分かって
いるものの、コバルト（Co）やクロム（Cr）レベルがMoM人工関節を持つ若い男性の精液パラメータに対し
て与えるかもしれない影響については、あまり分かっていない。何人かの専門家が2011年のAAOSでこれ
らのテーマについての最新の研究結果を発表した。
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David Langton氏ら (イギリス)20 は、大骨頭径MoMイ
ンプラントを使用した患者に最も高い血中金属イオン濃度
がたびたび認められたと報告した。著者らは、一連の摘出さ
れたMoMインプラント43関節を調査した（金属片に対す
る有害反応：39例、感染：2例、虚血性壊死：2例）。

　年間体積摩耗率は、1.15から95.5mm3の範囲であっ
た。ヘッド径（r＝0.579、p＜0.001）およびUCLA活動性
スコア（r＝0.629、p＝0.003）は、摩耗と相関性があった。
重回帰分析（MRA）では、R二乗値が0.66（p＜0.001）を
示した。さらにR二乗値は、典型的な辺縁荷重（rim load）
による摩耗を呈していたMoMにおいては0.80におよんで
いた。

　著者らは、調査の結果によって、辺縁荷重MoM人工股
関節の大骨頭径ベアリングでは体積摩耗の増加が示唆さ
れたと結論づけた。これは、患者の活動度の上昇とベアリン
グの大骨頭径化と関連がある。

　Alister Hart氏ら	(イギリス)10 は、多くの専門分野を持
つLondon Implant Retrieval Centre（ロンドン摘出イン
プラントセンター）（LIRC）の最新研究成果を発表した。本
センターは、MoM人工股関節における障害のメカニズム
を調査する目的で、2007年に設立された。LIRCは現在、摘
出された現世代MoM人工股関節については、世界最大の
コレクションを有している。（850例を越える、不成功に終
わったMoMコンポーネント）。22

　MoM股関節表面置換術（HR）を受けたが不成功に終
わった320名の患者に対して、前向き調査が行われた。著
者らは、異なるMoM HR人工関節間で摩耗率に差異が
ないことを発見した。大多数のインプラントは、適切に固
定・設置されており、感染はなく、不成功に終わった理由
は不明であった。端部荷重（edge loading）は3分の2の
股関節で認められた。不成功に終わったMoM HRを受け
た患者の血中金属イオン濃度測定値は、MoM HRが適切
に機能している88名の患者と比較して、有意に高かった。
興味深いことに、ALVALがすべてのタイプの不成功に終
わったMoM HRにおいて発見された。結果として、カップ
の端部荷重(edge loading)が、不成功に終わったMoM 
HRの摩耗分析における最もよく見られた成果となった。
しかし、著者らは、多くの症例において、カップの設置角の
大きさがその理由ではなかったということを強調した。再
置換前の血中金属イオン濃度は、誘導結合プラズマ質量
分析法（ICP-MS）を用いて測定された。不成功に終った
MoM HRのうち、少なくともその半分において、金属イオ
ン濃度は10億分の7より高かった（10億分の1：リットル
当たりマイクログラムあるいはミリリットル当たりナノグラ
ムに相当）。著者らは、MoM HR施術後に不成功に終わる
リスクの高い患者を特定し追跡調査するには、レントゲン
写真よりも、血中金属イオンスクリーニングのほうが有用
かもしれないと示唆した。

Alister Hart氏ら(イギリス)11は、MoM HRはMoP 
THAより失敗率が高いことを強調した。また、MoM HRお
よびTHAが、摩耗率の高さと金属摩耗片に対する反応の
大きさに関連する同様のメカニズムによって不成功に終わ
るのかどうかは不明である。
　

　そのため、別の研究で著者らは、現世代の240例の
不成功に終わったMoMベアリングカップル（120例の
THA、120例のHR）を調査した。

　二群間での性別、ヘッドサイズ、およびカップ設置角はそ
れぞれマッチングしていた。ライナー摩耗率の平均値にお
いて、両群の間に有意な差異は認められなかった。端部荷
重(edge loading)は、摩耗の主なメカニズムとして両群で
認められた（MoM HR：67%、MoM THA：57%）。著者ら
は、これらの研究成果が、すべての大骨頭径MoM人工股関
節において、MoMの摩耗による臨床的な問題が起きている
可能性があることを示唆していると結論づけた。

　Alister Hart氏ら12は、手術時期が連続する138例の
MoMの摘出インプラントに対する多変量解析を行い、カッ
プ設置角とカップ摩耗率（p＝0.001）の間、および端部荷
重(edge loading)とカップ摩耗率（p＜0.0001）の間に強
い正の相関があったと報告した。大腿ボールヘッドの大き
さと摩耗率との間に相関関係があるというエビデンスはな
かった。

MoM股関節表面置換術（HR）における金属
イオンの毒性に関連した合併症

MoMインプラントを有し、血中金属イオン濃度
の上昇が認められる患者に見られる聴力損失
などの神経学的症状が、説明された36。MoM
人工股関節置換手術を受けた患者の血液、尿
および内臓の金属イオンの存在が与えうる影
響は、まだ十分に理解されていない。

　現在、Simon Jameson氏ら (イギリス)17 による集団
ベースの観察研究は、MoMインプラントの使用と既知の
金属毒性合併症との間に関連性があるかもしれないと示
唆している。同氏らは、金属毒性によって、腎尿管悪性腫瘍
とリンパ腫のリスクが高まる可能性があると説明した。

　16歳から60歳の13,585名の患者が、この研究の対
象となった。これらの患者は、MoM股関節表面置換術

（HR）を2005年から2009年の間に受けた。手根管開
放術（CTR）を受けた132,855名の患者が対照群とされ
た。著者らは、イギリス統計データを使って、初回手術およ
び聴力損失、リンパ腫、尿路系悪性腫瘍の発生率を特定し

Dieter Burkhardt
（セラムテック社）

James D‘Antonio、医学博士
Ricardo Heros

（セラムテック社）
Richard H. Rothman、

医学博士
（左から右）

AAOS（続き）
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た。金属毒性との関連性がないことが既知である多発性骨
髄腫（MM）が対照診断として使われた。

　MoM HR群の患者は、CTR対照群の患者と比較して、
聴力損失の発症率（0.23%対0.09%、p＜0.001）および
尿路系悪性腫瘍の発病率（0.10%対0.05%、p＝0.038）
が有意に高かった。リンパ腫の発生率は、MoM HR群の患
者のほうが高かった（0.10%対0.06%、p＝0.100）。両群
間にMMの発病率の差異は認められなかった（0.02%）。

MoM股関節表面置換術（HR）における金属
破片（摩耗粉）に対する有害反応（ARMD）の
リスク

　David Langton氏ら(イギリス、ベルギー)21 は、1998
年から2009年に行われた4,226例のMoM HRを対象と
した多施設前向き研究の結果について報告した。58例の
MoM HRがARMDのために不成功に終わった。ARMD
群のCrCoイオン濃度の平均値は、無症候の対照群

（N=881）より有意に高かった。著者らは、金属摩耗の増
加とARMDによる失敗の増加には関連があったことを立
証した。

　Gulraj Matharu氏ら (イギリス)23 は、自分たちのデ
ータベースから、MoM HRを受け、原因不明の痛みのため
に再置換術が行われたすべての患者を特定した（2003
年～2010年）。同氏らは、再置換術が行われたMoM 
HR149関節のうち、原因不明の痛みが再置換の理由であ
ったものは19例22関節（有病率：14.8%）であったと報
告した。平均年齢は54.6歳であった。55%の患者が女性
であった（N=12）。MoM HR施術から再置換術までの平
均期間は、3.9（0.35～14.2）年であった。ARMD（50%， 
N=11）、骨とのインピンジメント（18%、N=4）および大
腿側コンポーネントの不良（14%、N=3）が再置換術時の
主な診断であった。ARMDが原因不明の痛みを原因とす
る再置換の最もよく見られた理由であった。著者らによれ
ば、研究成果から考えるとARMDは単一な疾患ではなく、
おそらくまだ知られていないサブグループを含む多様な現
象を包括したものであろうと述べている。

　Edward Ebramzadeh氏ら (米国、ベルギー)8 は、金
属アレルギーのある患者あるいは高い金属摩耗を示す患者
におけるARMDを観察した。

　同氏らは、合計308例の摘出されたMoM HRについて調 
査した。ARMDが39名の患者（女性：29／162、男性：10
／145）に認められた。金属アレルギーがあるとは思われな
い22名の患者、金属アレルギーであると組織学的に診断さ
れた15名の患者、および原因不明の患者2名にARMDが
起こった。ARMDのリスクは、金属アレルギーを持つ患者で
75%、金属アレルギーがあるかもしれない患者で22.2%、
金属アレルギーのない患者で7.89%であった。

金属破片に対する有害反応（ARMD）を有す
る患者における炎症性サイトカインの増加

　症例対照研究において、	 Scott T. Ball氏ら(米国)1 
は、MoMインプラントによるARMDが疑われる10名の患
者においてサイトカインが潜在的な炎症反応を引き起こし
ていると指摘した。PE摩耗を原因とする骨溶解の3名の
患者を対照群とした。変形性関節症（OA）6名の関節液を
ベースライン対照に使用した。著者らは、IL-6、IL-8および

IP-10の濃度がPE群より15倍高く、OA対照群より40倍
高かったと報告した。CoおよびCr濃度とサイトカイン濃
度の間に相関関係はなかった。同氏らは、これらの研究成
果によって、ARMDの症例における炎症反応は、PE摩耗
の症例よりもはるかに強いことがわかったと結論づけた。

MoM THAにおける偽腫瘍の発生率と有病率

　Aaron J. Johnson氏ら	 (米国)18 は、最新文献
（Medlineデータベース、Embaseデータベース）を系統的
に精査し、偽腫瘍の症例を報告した25の研究を発見した。

　報告されたMoM THA後の過敏性反応の有病率は、1%
～10%未満であり、大半は女性であった。著者らは、金属
に対する過敏症と偽腫瘍はおそらく、かなり稀な合併症で
あると結論づけた。

　Richie H.S. Gill氏ら (イギリス)9 は、手術を受けてか
ら8年後の偽腫瘍による再置換術の発生率は、全体で4% 

（女性は9%）であったことを報告した。無症候性偽腫瘍の
有病率は全体で4%（女性は10%）であった。血清中金属イ
オン濃度は、偽腫瘍のない患者に比べて、偽腫瘍のある患者

（p＜0.001）において、有意に高かった。線摩耗量は、偽腫
瘍のある患者（p＜0.002）から摘出したMoMにおいて、有
意に多かった。. 

　カップコンポーネント上の端部荷重(edge loading)によ
る摩耗が認められた。要約すると、これらの研究結果によっ
て、偽腫瘍がMoM関節における摩耗発生の増加と関係が
あることが示された。著者らは、偽腫瘍は、増加した金属摩
耗破片に対する生物学的な局所的細胞応答であり、関節
の動作特性によってそのリスクは高まる可能性があると示
唆した。同氏らは、偽腫瘍は深刻な問題であり、その発生は
おそらく過小評価されていると結論づけた。

MoM THAにおける金属過敏症をともなう骨
溶解―CoC THAへの転換

　Youn Soo Park氏ら (韓国)30 は、149関節のセメン
トレスMoM THA（146名の患者）において、人工関節周
囲骨溶解の発生率が予想外に高かったことを報告した。手
術時の平均年齢は、52（21～80）歳であった。平均追跡期
間は、8.5年であった。骨溶解が13例の股関節（8.7%）に
認められた。このうち、鼠径部に持続性の痛みがある5名の
患者（3.3%）が、術後平均57（49～74）ヶ月で再置換術を
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受けた。術中所見、病理組織学的検査および免疫組織化
学的分析により、金属に対する過敏症が示唆された。5名
の患者はすべてCoC関節に再置換された。鼠径部の痛み
は、平均33（24～42）ヶ月の追跡期間で消失した。著者ら
は、MoM THAを受けた後、持続性の股関節痛のある骨溶
解患者に対しては、MoMから非金属の人工関節への再置
換を検討することを推奨した。

MoM股関節インプラントは精子の金属イオン
濃度および精子生存率に影響を及ぼすか？

　Vassilios S. Nikolaou氏ら	 (カナダ)31 は、MoM人
工股関節置換手術を受けた生殖可能年齢にある若い男性
の精液中のコバルト（Co）とクロム（Cr）イオンの影響を調
査した。同氏らは、正しく機能しているMoM THAを受け
た10名の患者の血液および精液中のCo濃度とCrの濃度
を測定した。平均年齢は、45.9±3.0歳であった。誘導結合
プラズマ質量分光法（ICP-MS）が用いられた。追跡期間中
にＸ線像上骨溶解の兆候が認められた患者はいなかった。

　精液中のCoとCr濃度の測定値は、血液中に比べて有
意に低かった。この結果は、年齢がマッチする5名の男性で
構成された対照群における観測結果と同等であった。著者
らは、CoとCrは精液に達するが、低濃度にとどまり、MoM 
THAを受けた若い男性の精子パラメータに有害な影響を
及ぼさないと結論づけた。

　しかし、Nikolaou氏が2010年マドリッドで開催された
第11回EFORT/SECOT会議32において報告したように、
精子の生存能力は、人工関節を持たない繁殖能力のある
男性集団における観測値より低かった（41±19%）。同氏
は、この研究成果の臨床的意義はいまだ不明であり、精子
パラメータに対するMoMインプラントからもたらされた金

属イオンの影響をはっきりと究明するためには、さらに長期
間にわたる研究が必要であると結論づけた。

AAOS（続き）

CoC THAの臨床結果

CoC対MoP THAの12年間の結果

　James A. D’Antonio (米国)4 は、アルミナCoC 
THAとMoP THAを比較した長期間の臨床結果を報告
した。278例289関節のTHAを対象とし、コントロールさ
れたこの前向き無作為多施設試験は、1996年に始まっ
た。Squeakingが2関節のCoC THA（0.9%）で認められ、
ライナー破損が1関節に発生した。骨溶解は、MoP対照群
の17.6%で認められたが、 CoC群では認められなかった。
術後12年時点の理由の如何を問わないKaplan-Meier
サバイバル・レートは、CoC THAが96.8%、MoP THAが
91.3%（p＝0.0046）であった。

　著者は、アルミナCoCは、追跡期間12年の時点におい
て、臨床的かつ放射線学的に秀逸な結果を示し、サバイバ
ル・レートは高く、合併症の発症率は低かったと結論づけた。

CoC THAの10～13年成績

　Jason Hsu氏ら (米国)15 は、50歳未満の活動的な患
者の長期的な予後を評価した。同氏らは、88名の患者（男
性：54名、女性：34名）に対し1997年から2000年の間
に同一の術者がIDE試験の一部として行なった、手術時期
が連続する110例のCoC THAを後ろ向きに精査した。平
均年齢は、38.8歳であった。3種類のデザインのCoCが使
用された。ステムは全例セメントでカップはすべてセメント
レスであった。平均追跡期間は、11.2（10～13.2）年であ
った。追跡不能は1名、死亡は1名であった。Radiolucent 
lineはみられなかった。5名の患者に対するCoC THAが不
成功（ボールヘッド破損：1例、ライナー破損：1例、脱臼：1
例、無菌性のゆるみ：2例）に終わった。Squeakingは、2名
の患者で認められた。術後10年以上経過例におけるCoC 
THAのサバイバル・レートは95.5%であった。

「アルミナセラミックベアリングを使用した、若
く活動的な患者に対するTHAの結果は秀逸で
あり、術後12年時までのサバイバル・レートは高
く、合併症の発症率は低い。」

James A. D’Antonio　医学博士 「50歳未満の活動的な患者に対する現代のセラミック・オン・
セラミックTHAは、耐久性に優れ、術後10年以上経過例におけ
る合併症の頻度は低かった。」
        　

　　Jason Hsu　医学博士
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CoC THA対CoP THAの9年間の結果

　Richard De Steiger氏ら (オーストラリア)7 は、
27,310例のCoC THAと13.138例のCoP THAの結果
を、全国データベースを使って報告した。累積再置換率は、
術後9年時点で、CoC THAが4% 、CoPが5.9%であった。
両群合わせて、ライナーの破損による再置換が33例、ボー
ルヘッドの破損による再置換が14例あった。

CoC THA対CoP THAの5年間の結果

　Andrej Manolescu氏ら (カナダ)25 は、60歳未
満の92名の患者（男性：50名、女性：42名）を対象とし
た無作為化対照臨床試験の結果を報告した。年齢の平 
均値は、52.4歳であった。アルミナCoC THAあるいは
CoP THAを受けた78名の患者の5年間の追跡調査デー
タが利用可能であった。著者らは、両方の群における優れ
た臨床的結果および機能的結果を報告した。この短い追跡
期間中、2群（p＞0.05）の間に統計的に有意な差異はまだ
認められていない。ライナータイプ（PE、セラミック）が、若
い患者に対して行うTHAの長期のサバイバル・レートに影
響を及ぼすかどうかを判定するためには、より長く追跡調
査を行う必要があると、著者らは結論づけた。

CoC THAの5年間の結果

　一方、 Taek Rim Yoon氏ら (韓国)40 は、自己のデー
タでアルミナセラミックライナー（0.9%）とボールヘッド

（1.2%）の破損率が高かったことを報告した。Squeaking
が8関節（1．4%）で起こった。著者らは、1つのタイプのカ
ップおよび複数のタイプのステムを用いて行われた526例
576関節のCoC THAを後ろ向きに精査した。平均追跡期
間は、4.8年であった。著者らは優れた臨床および放射線学
的結果を報告した。

若い患者に対するCoC THA対MoM股関節
表面置換術の5年間の結果

　Luthfur Rahman氏ら	(イギリス)34 は、同一の術者によ
って行われた100例のMoM股関節表面置換術（HR）およ
び100例のセメントレスCoC THAを評価した。両方のコホ 
ートで、年齢、性別、BMI、術前機能股関節スコアおよび活
動度がマッチしていた。患者の平均年齢は47歳であった。
平均追跡期間は、81ヶ月であった。最短追跡期間5年のサ
バイバル・レート（Kaplan-Meier）はCoC THAが100%
で、MoM HRが97%であった。

BIOLOX®forte対BIOLOX®deltaセラミック
大腿ボールヘッドの摘出インプラント分析　 
－体内埋入2年例－

股関節シミュレーター試験では、BIOLOX®delta
はBIOLOX®forteより　より厳しい条件下で
の耐摩耗性が高いことが示唆されている5, 35。

　William L. Walter氏ら(オーストラリア、イギリス)39 は、
摘出されたセラミックヘッド（28mm、32mm、36mm）の
分析結果を報告した。体内埋入期間が1～28ヶ月であっ
たBIOLOX®delta大腿ボールヘッド（N=5）と24ヶ月未満
であったBIOLOX®forte大腿ボールヘッド（N=21）を比較
した。2つの患者群間に年齢、性別、再置換術の時期および
大腿ボールヘッド径に有意な差（p＞0.05）はなかった。著
者らは、18例のBIOLOX®forte大腿ボールヘッドと4例の
BIOLOX®deltaボールヘッドに端部荷重(edge loading)に
よる摩耗（p＝0.75）が認められたことを報告した。同氏ら
は、正常な同心荷重(concentric loading)状態にあるセラ 
ミックベアリングの摩耗は極めて少ないと説明した。端部荷
重（edge loading）による摩耗は、ボールヘッドがセラミック 
ライナーの辺縁部と接触する際に生じる。平均摩耗
体積率は、BIOLOX®deltaが0.034mm3／年（平均
値：0.008mm3／年）であったのに対し、BIOLOX®forteは
0.911mm3／年（平均値：0.125mm3／年）であった。 

　著者らは、端部荷重(edge loading)が発生していた症例におけ
る摩耗率はBIOLOX®deltaヘッドの方がBIOLOX®forte
ヘッドに比べて低かったと結論づけた。Walter氏らは、
これらの研究成果が、より厳しい条件下での耐摩耗性
は、BIOLOX®deltaのほうがBIOLOX®forteより優れてい
るということを明らかにした股関節シミュレーター試験5,35

と一致すると指摘した。

Roman Preuss　博士
（セラムテック社）

William L. Walter　医学博士
（左から右）

「短期成績におけるヘッドの体積摩耗は、BIOLOX®deltaセラミ
ックがBIOLOX®forteセラミックヘッドより少ないことが示唆され
た。端部荷重(edge loading)が発生ていた症例における摩耗率はBIO
LOX®deltaヘッド（径：28mm、32mm、36mm）の方が術後2年以内
に再置換されたBIOLOX®forteヘッドに比べて低かった。」

    William L. Walter　医学博士
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再置換時に選択
されたカップル 患者数 平均追跡期間 結果 症例報告

		

30 3.3
（1～4）年

• 骨溶解なし
• 放射線学的異常なし
• 良好な結果：93.3％

		

		

2 7.5
（4～11）年

• 骨溶解なし
• 放射線学的異常なし
• 両名とも良好な結果

		 		

		

8 6.1
（4～9）年

• ポリ摩耗＋骨溶解：6例
• 再置換：1例
• 不良な結果：87.5%

		 		

	 Traina F et al. セラミック部品が破損した症例に対する再置換術.  科学展示No. SE09， AAOS 2011

CoC

CoPE

MoPEl

AAOS（続き）

CoC THA対MoM THAの再置換率と再置
換術の結果

　Robert L. Barrack氏ら (米国)2 は、2つの主要センタ
ーにおけるハード・オン・ハードベアリングの臨床結果を精
査した。1,756例のCoC初回THA（男性：60.2%）が行われ
た。平均年齢は、49.7歳であった。全体の再置換率は、2.2%

（38／1,756）で、再置換術までの平均期間は、25.7ヶ月
であった。著者らによると、CoCベアリングの特性に由来す
る再置換は5例（0.2%、再置換の13%）であり（squeak-
ing：4例、破損：1例）、CoCベアリングの特性が再置換の
原因になんらかの影響を及ぼしたと考えられる再置換は
10例（0.6%、再置換の26%）（インピンジメント、亜脱臼、
摩耗）であった。これらのCoC THAの再置換術では、広範
な組織の損傷は認められず、平均追跡期間4.5年で良好あ
るいは優良な結果を示した。

　1,215例のMoM初回THAが行われ、最短で2年間の
追跡調査が行われた。3つのタイプのMoMが使用された。
平均年齢は57歳であった。全体の再置換率は、5.3%（64
／1,215）であった。著者らは、16例（1.3%、16／1,215、
再置換の25%）がMoMベアリング（組織の有害反応）の特
性に関係していたことを報告した。再置換率は女性に高か
った。MoM THAの再置換術では、かなりの組織の損傷が
認められ、予想よりも再再置換率が高かった。

8,022例の初回CoC THAの18年の結果：
破損したセラミックコンポーネントの再置換

　Francesco Traina氏ら (イタリア)37,38 は、The 
I s t i tu to Or toped ico R i zzo l i（ボローニャ）で 
行われた8,022例の初回CoC THAの長期成績を発表し
た。セラミックコンポーネントの不具合による再置換をエ
ンドポイントとした18年のサバイバル・カーブ（Kaplan-
Meier）は、98.8%であった。40例の失敗例が報告され
た。ボールヘッドの破損が16名の患者（28mm - ネック
の長さ　S：15 例／32mm - ネックの長さ　L:1例）で起
こった。BIOLOX®deltaヘッドの破損はなかった。ライナ
ーの破損が24名の患者で起こった。BIOLOX®forteラ
イナーの破損が22例、2 BIOLOX®deltaライナーの破
損が2例起こった。

　再置換症例で、著者らはBIOLOX®OPTION再置換用
ボールヘッドを、セラミックコンポーネントの破損という稀
な事例に対する安全な解決策として使用した*。同氏らは
セラミック再置換の結果を調査し、より容易なセラミック
再置換を行うためのヒントと秘訣を示唆し、またセラミッ
クコンポーネントの破損の診断と治療のためのアルゴリズ
ムを描いた。

*ステムテーパーがより大きく損傷を受けると、BIOLOX®OPTIONシステムの
使用が不可能になる場合がある。
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Francesco Traina氏とその共著者らが
優秀賞を受賞

　2011年AAOS年次大会における80以上の科
学的展示の中から、3つの展示がAAOS展示委員
会に選ばれ、優秀賞を受賞した。同委員会は、選ば
れた展示はThe Journal of Bone and Joint 
Surgery（JBJS）に提出され、本年後半に出版され
ることを発表した。選ばれた科学的展示の中の1つ
は、The Istituto Ortopedico Rizzoli（イタリア　
ボローニャ）のFrancesco Traina氏のグループによ
る研究であった。同氏らは、セラミック再置換の結果を
調査し、セラミックコンポーネントが破損した症例にお
ける診断と治療のためのガイドラインを提案した。

　科学的展示09：セラミック部品が破損した症例に対
する再置換術 Francesco Traina氏 医学博士、Enrico 
Tassinari氏 医学博士、Marcello De Fine氏 医学博
士、Barbara Bordini氏 医学博士、Aldo Toni氏 医学
博士

•	http://www.aaos.org/news/acadnews/2011/AAOS19_2_18.asp

•	http://www3.aaos.org/education/anmeet/anmt2011/se/se_cat.cfm

•	http://www3.aaos.org/education/anmeet/anmt2011/se/sciexhibit.

cfm?Pevent=SE09

XPEベアリングの生体内酸化

　Barbara H. Currier氏ら (米国)6 は、120例の摘出
したXPEベアリングの、生体内における酸化について調査
した。著者らは摘出されたベアリングを用い、アニル化と再
溶解処理XPEベアリングと、再溶融処理のみのXPEベア
リングの両方で酸化が認められ酸化によって材料の摩耗
耐性が変化した可能性があることを指摘した。従って、著
者らは、酸化を防ぐために行われた安定化の有効性を知
り、XPEベアリングの将来の性能を予測するためには、すべ
てのタイプの摘出されたXPEコンポーネントの分析が必要
であると主張した。著者らによると、50%の摘出されたXPE
コンポーネントにおいて酸化が認められた。摘出されたア
ニル化XPEコンポーネントと、抗酸化XPEコンポーネント
におけるフリーラジカル濃度（FRC）が測定された。再溶融
XPEコンポーネントにおいては測定可能なFRCが認めら
れなかった。同氏らは、XPEコンポーネントには体内におけ
る長期的な耐久性が必要であると結論づけた。

XPEおよびnXPE（従来型ポリエチレン）を使
用したTHAにおける、Oxinium（オキシニウ
ム）対メタル（CoCr）ヘッドの比較：早期成績

Oxinium™* は、表層5μmを単斜晶ジルコニア
に変化させた酸化ジルコニウム‐ニオビウム合金
である。XPEと組み合わせて使用すると、この合
金は従来型PEに比べて有意に摩耗率を低くする
ことができる。Azad Hussain氏 （イギリス）は、
昨年、マドリードで開催された第11回EFORT/
SECOT会議201014で報告した。

　今回、 Richard W. McCalden氏ら (カナダ)26 は、従
来型のPEおよびXPEを使用し、Oxiniumヘッドおよびメタ
ル（CoCr）ヘッドを比較した、無作為化対照試験による早
期成績を発表した。同一の人工股関節置換手術を受けた
40名の患者を無作為に抽出した（各群10名の患者）。著者
らは、摩耗はXPEと比べて従来型PEを用いたほうが高かっ
たが、Oxiniumヘッドとメタルヘッド間に有意な差異はなか
ったことを報告した。

　著者らは、XPEは、従来型のPEと比べて、耐摩耗性にお
いては大幅に改善したが、Oxiniumヘッドが、メタルヘッド
より明らかに優れている点は認められなかったと結論づけ
た。
*Oxinium™ は、Smith&Nephew, Inc.の商標である。

脱臼－どんな要因が予後に影響を及ぼすの
か？

　Aaron Carter氏ら (米国)3 は、関節不安定性が理由
で再置換術を行った154名の患者（156例の股関節）を精
査した。平均追跡期間は、67（24～119）ヶ月であった。手
術後平均455（3～1,905）日で33例の股関節（21.2%）
が脱臼した。

　カップの再置換を行った場合の脱臼発生率は、ライナー
のみを交換した場合よりも低かった（34%、p＝0.004）。
再置換が一回目である症例では脱臼率は15%であり複数
回再置換例では32%であった。さらに大骨頭径の大腿ボ
ールヘッド（11.8%）と比べて、28mm径の大腿ボールヘッ
ド（44%）の脱臼発生率が最も高かった。28mm径の大腿
ボールヘッドが使用された場合の不成功率は4倍高かっ
た。著者らは、ライナーの交換、複数回の再置換、ならびに
小径の大腿ボールヘッドが高い不成功率と関連していると
結論づけた。

より詳しい情報は、"Surgical Live Trai‐
ning DVD"（「外科ライブトレーニング
DVD」で入手可能です。

セラニュース　1／2011号で
は、BIOLOX®OPTIONを用いた股関節再置換の症
例報告を含む、より詳しい情報を提供しております。

オンラインまたは同封の注文書でご注文いただけ
ます。
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略語の解説

ALVAL =	Aseptic	Lymphocytic	Vasculitis	Associated	Lesion		　
　　　　 無菌リンパ球血管炎に関連した組織障害

ARMD	=	Adverse	Reactions	to	Metal	Debris		金属破片反応

Co	= Cobalt		コバルト

CoC	=	Ceramic-on-Ceramic		セラミック・オン・セラミック

CoCr	=	Cobalt-Chrome		コバルト・クロニウム

CoP	=	Ceramic-on-Polyethylene		セラミック・オン・ポリエチレン

CoXPE	=	Ceramic-on-XPE		セラミック・オン・クロスリンクポリエチレン

Cr	=	Chromium		クロニウム

CTR	=	Carpal	Tunnel	Release		手根管開放術

FFN	=	Fractures	of	the	Femoral	Neck		大腿骨頚部骨折

FRC	=	Free	Radical	Concentration		フリーラジカル濃度

HHS	=	Harris	Hip	Score		ハリスヒップスコア

HR	=	Hip	Resurfacing		股関節表面置換術

ICP-MS	=	Inductively	Coupled	Plasma-Mass	Spectroscopy		
																	誘導結合プラズマ質量分光法

IDE	=	Investigational	Device	Exemption		
										治験用医療機器に対する適用免除

MHRA	=	Medicines	and	Healthcare	products	Regulatory	Agency		
																英国医薬品庁

MIS	=	Minimally	Invasive	Surgery		最小侵襲手術

MM	=	Multiple	Myeloma		多発性骨髄腫

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

MoXPE	=		Metal-on-XPE		メタル・オン・クロスリンクポリエチレン

MRA	=	Multiple	Regression	Analysis		重回帰分析

NIS	=	Nationwide	Inpatient	Sample		全国入院患者標本（患者統計）

OA	=	Osteoarthritis		変形性関節症

PE	=	Polyethylene		ポリエチレン

RA	=	Rheumatoid	Arthritis		関節リウマチ

TEA	=	Total	Elbow	Arthroplasty		人工肘関節置換術

THA	=	Total	Hip	Arthroplasty		人工股関節置換術

TJA	=	Total	Joint	Arthroplasty		人工関節置換術

TJR	=	Total	Joint	Replacement		人工関節全置換術

TKA	=	Total	Knee	Arthroplasty		人工膝関節全置換術

TSA	=	Total	Shoulder	Arthroplasty		人工肩関節全置換術

XPE	=	Crosslinked	Polyethylene		クロスリンクポリエチレン

AAOS（続き）
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形態異常を有する股関節に対するCoC、CoP 
THAの2～7年間の結果

　Benazzo氏ら(イタリア)は、222人の患者（女性
172名、男性50名）に行われた239例の初回THA
の臨床ならびに放射線学的結果について、前向き調
査を行い評価した。135例にCoCベアリングカップル

（BIOLOX®delta、BIOLOX®forte）、104例にCoPベア
リングカップルが使用されていた。使われたセラミックヘッ
ドの径は、28、32、36mmであった。おもな手術時診断は、
構造的問題による変形性股関節症（内反股　72例、外反
股　40例、近位大腿骨変形　8例）と、99例におよぶ先
天性股関節脱臼由来の変形性股関節症（Crowe1　25
例、Crowe2　25例、Crowe3　29例、Crowe4　20例）
であった。手術時平均年齢は57.6（22～94）歳。平均フォ
ローアップ期間は、5（2～7）年であった。人工関節周辺の
骨溶解は認められなかった。HHSは術前の35から、最終フ
ォローアップ時の96.6へと改善された。Kaplan-Meierの
サバイバル・レートは5年時点において、98.28％であった。 
	
Benazzo　F氏、Rossi SMP氏、Cecconi D氏、Piovani L氏、Ravasi F
氏。モジュラーネックのオプションつきセメントレスステムの中期結果。 
HipInt　2010；20（4）：427-433

変形性関節症の患者におけるCoC THAの
10～11年間の結果

　Kress氏ら (ドイツ)は、アルミナCoCベアリングカップ
ルを使用し、連続して行った初回セメントレスTHAを75症
例（71人の患者）無作為に抽出し、その臨床および放射線
学的結果について前向き調査を行い、分析した。診断は一
次性、二次性変形性関節症。手術時の平均年齢は58（34
～77）歳。女性27例30関節、男性31例32関節に対する
THA62関節がフォローアップ可能であった。平均フォロー
アップ期間は10.5（10.1～11.4）年であった。セラミックコ
ンポーネントの不具合やセラミックの摩耗は検知されなか
った。カップはすべて安定していた。カップのスクリュー周辺
で非進行性の骨溶解が1例、無菌性のゆるみが原因のステ
ム再置換が1例あった。測定できるほどの摩耗がなく、さら
に非進行性の骨溶解がわずか1例にすぎないことで、著者
らは、他のベアリング表面と比較して、CoCベアリングカッ
プルの優位性が強調されたと結論付けた。
 
Kress AM氏、Schmidt R氏、Holzwarth U氏、Forst R氏、Müller LA氏。　

セメントレス股関節置換術とアルミナ・オン・アルミナのペアの優秀な結果：10

年以上にわたるフォローアップ。　International Orthopaedics　2011；35

：195－200

転位を伴う大腿骨頚部内側骨折（FFN）に対するCoC THAの6年
成績－ 後向きコホート研究

　1996年3月から2006年3月まで、Solarino氏ら(イタリア)は、FFNに対し、117例の
初回THAを行った。手術時の平均年齢は66(47～75)歳であった。患者が高齢である
場合には、脱臼のリスクがより高まると指摘した。さらに、PEインサートと大骨頭径のヘッ
ドを使うと、摩耗や骨溶解が進み、失敗率が高くなる可能性があることも報告した。こう
した理由で、全身および精神科的合併症がない35人の患者（女性31名、男性4名）に対
し、32mm径のアルミナCoCベアリングカップルが適用された。上記患者のうち、17例は
Garden Ⅲ、18症例はGarden Ⅳ型の骨折であった。35例の股関節中、33例が臨床およ
び放射線学的フォローアップの対象とされた。平均フォローアップ期間は80（24～144） 
か月であった。HHSは平均97.5まで上昇していた。最終フォローアップ時、いかなる理由
においても再置換の必要なインプラントは一切なかった。

　セラミックの摩耗は検知されなかった。脱臼あるいはセラミックの破損も認められなか
った。32mmのCoCベアリングカップルを使用した場合、術後早期および晩期においても
脱臼を防ぐことができる、と著者らは結んだ。
 
Solarino G氏、Piazzolla A氏、Mori CM氏、Moretti L氏、Patella S氏、Notamicola A氏、健康な患者における、大腿
骨頚部骨折に対するアルミナ・オン・アルミナ股関節置換術。
BMC Musculoskeletal Disorders 2011；12（32）1-6

セラミックの再置換用ヘッドを使用した3年以上成績

　Lazennec氏ら（フランス）は、セラミックの再置換用ヘッド（BIOLOX®OPTION）を使
用して行った39例42関節の再置換術に関する臨床ならびに放射線学的結果を報告した。
平均年齢は59.3歳。　セラミックコンポーネントの破損は認められなかった。著者らは、
血清チタニウム・レベルは検知限界値を下回っていたと記している。彼らはまた、感染（2関
節）とセメントレス固定の不具合（1関節）による失敗例3件を報告した。また、神経麻痺（2
例）および再置換術前のステムの問題（2例）による4例の脱臼を認めた。ステムの抜去が不
要な、カップのみの再置換術においてもCoCベアリングカップルを使用した治療が可能で
ある、と著者らは結んでいる。 

Lazennec JY氏、Boyer P氏、Rousseau MA氏、Ducat A氏、Gozalbes V氏、Rangel A氏、Catonné Y氏。カップ再
置換のためのセラミック戦略；アルミナマトリックス複合材ボールヘッドとスリーブを使用した3年以上成績。抄録1278、
第12回EFFORT会議コペンハーゲン、2011／6／1－4

トライボロジー的観点から、BIOLOX®OPTIONヘッドはBIOLOX®フ
ァミリーのすべてのセラミックライナーならびにPEと高度クロスリンク
PE製の認可されたライナーと組み合わせて使用可能である。

BIOLOX®OPTIONヘッドについて、Surgical Live Training DVDとCeraNews 2010第2
号（18～23ページ）にさらに詳細な情報が掲載されております。下記アドレスからのオンラ
イン注文、あるいは同封の発注書を使ってのご注文も可能です。（http://www.ceramtec. 
com/de/index/geschaeftsbereiche/medizintechnik/aerzte/literatur_und_bro-
schueren/brochuern_und_prospekte/04054, 0123, 0349, 4042.php）

セラミックス使用の臨床結果

基礎科学
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39年間のセラミックコンポーネン
ト臨床経験
 
 
Carlo Callea博士は、股関節・膝関節の
人工関節手術において39年の経験を持
つ整形外科医であり、現在はMonastier 
di Treviso（イタリア）にあるGiovanni 
XXⅢ Clinicの整形外科部長を務めてい
る。また、トリエステ（イタリア）のCittà di 
Udine ClinicとVilla Salus Clinicの人
工関節手術部コンサルタントでもある。
博士は年間1,200例以上の人工股関節・
膝関節置換術と再置換術を行っている。

疫学、原因疾患、耐用年数からみた、人工股関節置換
術を受けるイタリアの患者像について教えてくださ
い。

　股関節置換術を行う理由のうち、最も多いのが変形性
関節症、ついで関節炎、外傷、臼蓋形成不全です。エミリア
＝ロマーニャ州では、臼蓋形成不全の発生率が高いです
ね。 

先生は39年間、人工股関節置換術に携わってこられ
ました。先生にとって、最も画期的な進歩は何でした
か？

　1970年代初頭に我々が注目していたのは、主に股関節
と骨の形態学でした。当時の研究は、人工関節のデザイン
が中心でした。インプラントが失敗するのは、主にデザイン
に問題があるためで、材質のためではないというのが定説
でした。しかし、我々は、失敗の起こるメカニズムをより深く
分析し、材質にも着目しはじめました。これは、非常に画期
的なことでした。ポリエチレンの摩耗とカップ固定にまつわ
る問題は、どちらも失敗の原因となりますが、この二つをは
っきりと認識したことで、新たな展開への道が開けたので
す。臼蓋コンポーネントの標準的な形が、円筒形から円錐
形へ、そして半球形へと変わりました。メタル・シェルとイン
サートを組み合わせる、モジュラーという概念も導入されま
した。ステムに関しては、近位部固定がよいという分析結果
が出ました。また最近では、骨の消失を減らすため、大きさ
やデザインに注目して開発が行われ、人工股関節置換術の
成績が改善されてきました。最新かつ重要な画期的進歩と
して、インプラント材質、特にセラミックの進歩があげられま
す。BIOLOX®deltaのおかげで、最高レベルの研究や生産
技術に対応できるベアリング材質を使用できるようになり
ました。

先生は、表面置換術を重要な進歩だとは思われないの
ですか？

現在にいたるまで、私は表面置換術を全く信頼していませ
ん。私たちの病院では、1970年代初めにMcKee/Farrar
型人工関節のインプラントを800例ほど行いましたが、早
い段階でゆるみが出る率が高かったのです。当時、私たちは
セメントに問題があると考えていました。ベアリングカップ
ルの材質が原因だとわかったのは、後になってからでした。
表面置換術に意味がないのは、主に三つの理由からです。
まず、骨頭を温存するメリットが私にはわかりません。骨頭
温存の有無と人工股関節置換術後の失敗のメカニズムと
は関連がないからです。第二に、表面置換箇所を再置換し
なければならない場合、カップが大きいために、臼蓋側で問
題が起こることが多いのです。第三に、股関節表面置換術に
使用できるのは、現時点ではメタル・オン・メタルの場合だけ
です。そして、このメタル・オン・メタルは、人工股関節置換術
にとって、決して良い解決法とは言えないのです。若い患者
には、短いステムのインプラントとセラミック・オン・セラミッ
クベアリングの組み合わせの方が、はるかに良い選択です。
皮肉な事に、私たちがセラミックを使い始めるきっかけとな
ったのは、McKee/Farrar型（訳者註：メタル・オン・メタル
摺動面を有する）でした。

どのようにして、セラミックへの転換が始まったので
すか？

　お話した通り、術後早い段階で不具合が起こるのは
セメントのせいだと私たちは考えておりました。そこで
Mittelmeier型に変更してみたのです。これだとセメントを
使わずに済みましたから。しかし、このデザインもまた、私た
ちをセラミックへと向かわせることになりました。セラミック

Carlo Callea医学博士

インタビュー

「最新かつ重要な画期的進歩として、イン
プラント材質、特にセラミックの進歩があげ
られます」

「皮肉な事に、私たちがセラミックを使い始めるきっ
かけとなったのは、McKee/Farrar型でした」
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は摩耗も少なく、生物学的に好ましくない反応も起こしま
せんからね。とにかく私たちは、Mittelmeier型でも上手く
いかないと分りましたが、ほどなくして、セラミックが無菌性
のゆるみを最小限に抑えてくれることに気づきました。

すでに1,300人を越えるフェローが、先生の病院を訪
れ、トレーニングを受けてきました。それぞれの出身
国、スキル・レベル、また、アプローチ、MIS、イン
プラントなど、彼らが最も興味を示す分野という点に
おいて、何世代かのフェローをみてきて気がついた変
化があれば、教えてください

　出身国によって、興味の対象に違いがあることは気づき
ませんでしたが、外科医としての個人的経験による興味の
違いはありました。ドイツの先生方は非常に興味を持たれ、
私たちのしていることに真剣な態度で臨まれる傾向があり
ました。フランス人の先生方は、会議の運営や、医学的問題
へのアプローチに関して、どちらかというとゆったりしてい
ました。

　私の経験から言うと、外科医をグループとして受け入れ
る場合は、事情が変わってきます。人間関係もそれほど深く
はなりませんし、議論する問題点や話題もそれほど細部に
は到りません。一対一でなら交わされるような熱い議論よ
りもむしろ、より一般的な問題について話すことになります。

先生は年に平均800例のTHAを行われており、当然か
なり豊かな経験を積まれているわけです。患者、外科
医のテクニックや能力、素材、どれもがTHA成功に関
わる重要要素です。そこでお伺いしますが、トレーニ
ング中の若い外科医に対して、これは「極めて大切な
こと」だから実行した方がよいと思われることや、秘
訣などがありますか？

　若い同業者に対してアドバイスするとしたら、まず言いた
いことは、心構えをしっかり持って初回の関節形成術に臨
みなさいということです。心構えとは、一番良いインプラント
を使ったとしても、これから始める手術が、その関節に対す
る最後の手術にはならないだろうということ。どれだけ一生
懸命やっても、再置換しなければならない日が恐らくやって
くる。このことを患者さんにも、しっかりと伝えなければなり
ません。しかし、それでも、これが最後のインプラントだとい
うつもりで人工関節を選ぶこと。若い患者さんに対しては、
出来る限り最良のインプラントを選ばなければなりません。
この場合のインプラントは、長期間機能しなければならな
いからです。一番良いのは、セメントレスのチタニウムとセラ
ミック・オン・セラミックの組み合わせだと思います。高齢の
患者さんの場合は、高齢というのは85歳以上ということで
すが、手術後不具合が起こった場合、非常に大きな問題に
直面することになります。どのような再置換術も危険をはら
むものになります。それは、高齢の患者さんの場合、再置換
術の後、寝たきりになるかもしれないという大きなリスクが
あるからです。ですから、高齢者の場合も、ベストの材質を
使って、できるだけ再置換しなくても済むようにします。もう
一つ、若い先生方に言いたいのは、あるタイプのインプラン
ト、手術法を使おうと決めたら、その方針を簡単に変えては
いけない、ということです。腕の良い外科医になりたかった
ら、自分の使うコンポーネントと素材についての知識を深め
なければなりません。自分固有の手術テクニックについて、
できるだけ一定のやり方を固めなければなりません。長期
的に良好な結果を得るための必要条件である真に深い知
識と決まったやり方―これは、流行を追いかけ、簡単にやり

方を変えてしまうと、身につけることができません。セラミッ
ク・オン・セラミックベアリングを使用する際は、インサート
がシェルに対して適切な方向に挿入され、かつシェルの適
切な位置に設置できるよう細心の注意を払わなければなり
ません。インサートを挿入した時点で、私たちの場合はセラ
ミックのインサートに吸盤をつけてみます。引っ張ってみて
とれなければ、インサートは正しく挿入されていますので、
インサートをシェルに打ち込んでも大丈夫だということにな
ります。

先生が好まれるのは、どの手術方法ですか？　より小
規模切開の低侵襲手術あるいは最小侵襲手術を目指し
ておられるのでしょうか？

　人工股関節置換術を始めたときには、私はWatson-
Jones法を使いました。しかし、新しいタイプのインプラン
トを導入した時に、後外側アプローチに変えました。それ
以来、私はこのアプローチを使い続けています。時を経て、
私はアプローチの規模を縮小し、手術を低侵襲にすること
ができました。ですが、私には、最小侵襲手術は主にアメリ
カで起きている現象のように思えるのです。アメリカの医療
システムでは、医者は患者さんの入院期間を最小限にする
ように促されます。イタリアでは、そのようなことはありませ
ん。3ヶ月たてば、あらゆるタイプの手術法は、概ね似たよう
な結果をもたらします。最小侵襲手術をする理由が私には
分りません。外科医にとって、より難しい手術法なので、コン
ポーネントの位置が狂うリスクも高くなり、手術時間も長く
なるからです。通常、私が初回人工股関節置換術に要する
のは、切開から縫合まで含めて25～30分です。手術にかか
る時間もまた、重要な要素です。手術時間が短くなれば、患
者さんのためにもなりますからね。

THAは「許容範囲のある」手法だと言われています。
しかし、これはベアリングカップルには当てはまりま
せん。ベアリングカップルが満たすべき必要条件とは
どのようなものでしょうか？

　理想的なベアリングカップルとは、摩耗量も摩耗粉量も
最小になるカップルです。また、優れた潤滑性も備えていな
ければなりません。明らかに、セラミック・オン・セラミックカ
ップルが最もこの必要条件を満たしています。私は3,000
例を越えるBIOLOX®delta セラミック・オン・セラミックベ
アリングを使用してきましたが、squeakingが発生したの
は、わずか2～3例でした。　また、フォローアップのアンケ
ートにも、股関節のノイズについての質問項目が含まれて
いますが、「ノイズがある」という回答はほとんどありません
でした。

「最小侵襲手術をする理由が私には分りません。外科
医にとって、より難しい手術法なので、コンポーネント
の位置が狂うリスクも高くなり、手術時間も長くなるか
らです。」

「セラミック・オン・セラミックベアリングを使用する際は、
インサートがシェルに対して適切な方向に挿入され、かつ
シェルの適切な位置に設置できるよう細心の注意を払わ
なければなりません。」
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1	Autophor,	Osteo,	Switzerland

インタビュー(続き)

最初にセラミックコンポーネントを使用したのは、い
つ頃でしょうか？　セラミックを使った理由は何だっ
たのでしょう？　現在までどれくらいの数のセラミッ
クコンポーネントを使用したのでしょうか？

　1974年、私たちはイタリアで最初に第一世代の
Mittelmeier型セラミック人工股関節1を使用したグルー
プの一つでした。しかし、結果が満足のいくものではなかっ
たので、使用をすることをやめました。1975年以降、私はセ
ラミックコンポーネントを常に使ってきました。メーカーは
何社かありましたが、これらの企業はその後市場から姿を
消し、現在は存在しておりません。これらのコンポーネント
を使用した結果は、常に満足というものではありませんでし
た。そこで私は、1980年代の初めから、完全にBIOLOX®製
品に切り替えたのです。

　私が主に使ったのは、セラミック・オン・ポリエチレンで、
これは当時すでに良い結果を出していました。摩耗や摩耗
粉に関して、こちらの方がメタル・オン・ポリエチレンよりも
優れていると、確信しました。そして、この確信は、結果にお
いても実証されました。材質特有の問題や派生して起こる
トラブルなどが、実際に全くなかったのです。以来、私は約
8,500個のセラミックボールヘッドを使用してきました。

セラミックコンポーネントはイタリアでも広く使われ
ていますか？ 

　イタリアでは、5、6年前まで、セラミックはあまり一般的で
はありませんでした。例外的に、セラミックに絶対の確信を
持つ外科医たちが、使っていた程度です。使用が限られてい
た重要な要因の一つは、明らかにコストです。さらに、必要
とされるサイズがすべて揃っていなかったことも理由の一つ
です。しかしこの点については、数年前に解決されました。コ
ストはかかりますが、セラミックの使用は、近年飛躍的に増
加しています。製品の質の高さと優秀な臨床実績が、多くの
医師を納得させたのです。セラミックにおける材質に特有な
リスクの恐れは、もはやありません。セラミックコンポーネン
トは今や、価格相当の価値がある一級品であると認識され
ているのです。今日では、外科医や病院は、投資額とその結
果得られるもののバランスを認識しているのです。

先生は、サイズや組み合わせにかなり制限があっ
た、第一世代のBIOLOX®素材の頃から使い始めら
れましたね。それからBIOLOX®forte、さらには
BIOLOX®deltaを使われるようになりましたが、双方
とも、素材特性やコンポーネント・オプションが大幅
に改善されています。こうした医療テクノロジーにお
ける進歩とそれが臨床の場に及ぼす影響について、ど
う思われますか？

　第一世代セラミックではサイズが限られていました
が、私はこの材質を使うのをあきらめませんでした。
　BIOLOX®forteが導入されると、28mmベアリングカッ
プルを使用しましたが、それは当時、他のサイズがなかった
からです。しかし、その結果は非常に納得のいくものでした。
それまで症例の20～30％にセラミックを適用していたの
ですが、ほぼ100%の症例でBIOLOX®forteを使用するよ
うになりました。BIOLOX®deltaが登場してからは、すべて
の人工股関節置換術にセラミックを使っています。安全性
の観点から、セラミックは大きな前進の一歩となりました。
さらにBIOLOX®OPTION再置換用ボールヘッドのおかげ
で、再置換術でもセラミックが使えるようになりました。これ
によって、私は再置換への新しいアプローチを得ることがで
きました。

それは、どういう点で新しいアプローチなのですか？

　再置換の場合においても出来る限り最良のものを使用し
なければならない、というのが私の信念です。　私にとって、
それはセラミック・オン・セラミックなのです。たとえメタル・
オン・ポリエチレン・インプラントを使った方が簡単に再置
換できるとしても、私はセラミック・オン・セラミックベアリン
グを使って、手術をしています。

一例を挙げていただけますか？

　Zweymüller型ステムとメタル・オン・ポリエチレンベアリ
ングを使用し、脱臼していた78歳の患者さんがいました。カ
ップの前捻が少なくステムは前捻角ゼロの状態で、加えて
脱臼の原因となりうるインピンジメントもありました。新た
な脱臼が起きるリスクを減らすための、一番簡単な方法は、
ポリエチレンカップをセメントで適切な位置につけることだ
ったでしょう。しかし、私はあえてそうせず固定性のよいメタ
ル・シェルを除去し、セラミックライナーが使用できるチタ
ニウム・カップに交換しました。セラミック・オン・セラミック
ベアリングを使うためです。再置換したインプラントは、初
回のものほど長くもつ必要はない、というのが一般的な考
え方ですが、私は反対です。再置換は初回のインプラントよ
りも持続させなければならない、という態度で臨むべきで
す。私は長期的に良好な結果を得るため、可及的に最善の
方法を探しています。非常に稀なケースですが、セラミック
破損が起きた場合でも、再置換は簡単です。問題のパーツ
を取り除いて、新しいセラミックのBIOLOX®deltaインサー
ト、あるいはポリエチレンインサートと再置換ボールヘッド
を入れればよいだけです。ポリエチレンの摩耗、またはメタ
ローシスが原因で無菌性のゆるみが起こってしまった後よ
りも、セラミック破損に対する再置換術の方が楽なのです。

セラミック破損を経験されたことはありますか？

　BIOLOX®の第一世代では、およそ20例の破損を経
験しました。BIOLOX®forteのボールヘッドで10～15
例、BIOLOX®forteのインサートで1例だけあります。今は
BIOLOX®deltaを使っていますので、これまでのところ、破
損例はありません。非常に稀なケースですが、過去にセラミ

「1975年以降、私は常にセラミックコン
ポーネントを使ってきました。」

「再置換の場合においても出来る限り最良のものを使用しなけ
ればならない、というのが私の信念です。私にとって、それはセラ
ミック・オン・セラミックなのです。」

「今日では、外科医や病院は、投資額とそ
の結果得られるもののバランスを認識し
ているのです。」
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ックの破損が原因で困ったことがあります。再置換に使用す
るメタルヘッドに（セラミック破片が関節面に迷入すること
による）third body wearが発生するリスクがあった場合も
ありましたから。しかし現在では、再置換術においてもそう
いったリスクは非常に低くなり、また、BIOLOX®OPTIONシ
ステムという非常によい解決策があります。

アレルギーが起こることは多いのでしょうか？　ま
た、イタリアでそれが訴訟に発展することはあります
か？

　私自身の経験では、アレルギー患者の数は非常に少ない
と言えます。これは、アレルギーを起こすリスクが最も低い
チタニウムとセラミックのインプラント、コンポーネントを
使っているためです。もちろん、イタリアにもアレルギー患者
はいますし、男性より女性に高い発症率を認めています。私
は、現在訴訟を1件抱えておりますが、それは、10年前にメ
タルヘッドを使用した患者さんが、術後アレルギーを発症し
たためです。再置換術だったのですが、当時の私たちには、
強固に固定されたステムにセラミックヘッドを組みあわせる
選択肢がなかったのです。

先生は、セラミック以外のものを使おうと思うことは
ありますか？

　いいえ、ありません。セラミック・オン・セラミックを使うこ
とのできない症例はない、と私は確信しております。最近の
事ですが、私の患者さんにマラソンのチャンピオンだった
75歳の方がおられます。　この人が通常のフォローアップ
のために、術後4ヶ月経って病院にこられました。その時点
ですでに、彼は毎日7時間も走っていたのです。さらに、その
1年後に、彼は24時間マラソンを走ったのです！　このよ
うな非常に要求の高い事例を見ているので、セラミック・オ
ン・セラミックベアリングを使用すべきではないという意見
は、私には理解できません。

術後合併症のために、手術技法あるいはインプラント
や材質を変えたことはありますか？ 

　後方からのアプローチは脱臼のリスクが高いため、重要
な点を一つ変えました。後方アプローチを行う際には、イン
ピンジメントのリスクを下げるため、特別なケアをしていま
す。すなわち、コンポーネントを正しい位置に設置するなど、
インピンジメントの起こるあらゆる要素の排除です。また、当
初はしていなかった外旋筋の再建も始めました。これによっ
て、脱臼のリスクはさらに下がりました。

人工股関節置換術の結果が段々よくなっていくと、焦
点は未解決の「小さな」問題に移っていきます。　現
在、感染に対する評価は変わってきたと思われます
か？　実際の臨床では、先生はどのようにして感染症
に対処されていますか？

　たとえ感染症のために合併症発症率がきわめて高くなっ
たとしても、感染症が本当に問題だとは思いません。術前の
抗生剤投与や患者さんへの予防措置もあって、感染の問題
はそのうち徐々に解消されていくでしょう。 

先生はLima Multigen Deltaセラミック膝関節を最初
に使用された外科医の一人です。このインプラントを
使われて、いかがでしたか？

　3年間で35個のセラミック膝関節を使用しましたが、全
く問題はありませんでした。私は、セメントが良い状態で、均
一に行き渡ることを、常に徹底しています。私たちはこのイ
ンプラントを、アレルギーを有する若い患者さんに使用して
います。

「また、当初はしていなかった外旋筋の再建
も始めました。これによって、脱臼のリスクは
さらに下がりました。」

「私自身の経験では、アレルギー患者の数
は非常に少ないと言えます。これは、アレル
ギーを起こすリスクが最も低いチタニウム
とセラミックのインプラント、コンポーネン
トを使っているためです。」
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症例報告

セラミック・オン・セラミックベアリングでの再置換オプション
骨溶解とカップの移動に対処する症例報告
Carlo Callea医学博士、Giovanni XXIII Clinic、Monastier di Treviso、イタリア

症例　1: 両側のCoP THA後　カップの移動に対して行ったCoCの
　　　　 両側再置換

診断：
57歳の女性、CoP（32mm）を使用したTHA後。左側術後21年、右側23年。
股関節の痛みを訴える。

左側：  
セメントレススレッジカップとセメント固定ステムを使用したハイブリッド置換術。明らかな
カップの移動。
右側：
セメントレススレッジカップ、セメントレスステム。カップの移動とゆるみ。

治療：
右側：カップとヘッド、ネックのみ再置換。ゆるみのないモジュラーステムはそのままとし、モ
ジュラーネックを交換した。広範囲に骨移植を行い、セメントレスのプレスフィットカップを
スクリュー2本で固定。ベアリングカップル：CoC、BIOLOX®deltaボールヘッド（36mm）、
BIOLOX®deltaインサート。

左側：展開を良くするため、大転子の骨切りを行った。臼蓋側は骨片移植で再建。サ
ポートケージとスクリューつきのセメントレス・プレスフィットカップ。ベアリングカップ
ル：CoC、BIOLOX®OPTION大腿骨ボールヘッド（36mm）、BIOLOX®deltaインサート。

	

左右股関節の治療後 
Ｘ線像上、radiolucent lineやゆるみの兆候はなかった。患者のQOLに影響するような股
関節の痛みはなかった。

手術後のX線写真　再置換
後1ヵ月

術後のX線写真；再置換術後
2ヶ月、骨は良好に修復され
ている。

術前の左側のX線写真；術後18ヶ月の右側、カップの固定は良好。
左側股関節に痛み；カップの移動が進行している。
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「THAにおけるセラミックベアリ
ング－その賛否両論」
SICOTでのCeramTecランチシンポジウム

　CeramTecは、2011年9月6～9日、プラハで行われる
SICOT Triennial World Congressにおいて、「THAにお
けるセラミックベアリング－その賛否両論」と題したランチ
シンポジウムを開催いたします。　

　シンポジウムは9月7日水曜日、午後12;30～1:30の予
定です。

　シンポジウムの後、当社ブースにおいて、Zweymüller教
授、Dungl教授が皆様方からのご質問にお答えします。プ
ラハへのお越しをお待ちしています！

座長： 
・Karl Zweymüller氏（Prof.）
　　　　　　　　　　　（オーストリア）

副座長： 
・Pavel Dungl氏（Prof.）（チェコ共和国）
・Tomáš Trč氏（Prof.）（チェコ共和国）

演題と演者：
・Richard Trebše氏（Dr.）（スロベニア）：
「THAにおけるトライボロジーの基本」

・Carsten Perka氏（Prof.）（ドイツ）：
「ベアリング材質の組み合わせと失敗の原因」

・Radovan Kubeš氏（Dr.）（チェコ共和国）：
「THAにおけるsqueaking本当に問題なのか？」

・Gerald Pflüger氏（Prof.）（オーストリア）：
「セラミックベアリングの臨床経験」

これからのイベント

診断
65歳の女性、通常の生活、人工股関節置換術後の疼痛、左
側CoP THA後20年。
ポリエチレンによる人工関節周辺の著しい骨溶解。

治療
スクリュー固定を併用したセメントレス・プレスフィ
ットカップ、レビジョンステム、CoCベアリングカップ
ル：BIOLOX®delta（36mm）を使用した再置換術。

治療後の期間
Ｘ線 像 上 ステムとカップは 骨と癒 合し安 定してい
る。Radiolucent lineや骨溶解の兆候もない。患者は、臨
床結果に極めて満足している。

術後X線写真　再置換術後1ヶ月

術前X線写真

症例　2: CoP THA後カップとステムのゆるみに
　　　　 対するCoC再置換術
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BIOLOX®とCCJRとの出会い
会長からの招待状

第14回BIOLOX®シンポジウム　2012

お持ちのスマートフォンでQRコード
をスキャンしてください。　BIOLOX®
セラミックについての情報をさらにお
届けします。

インプリント

	

第14回BIOLOX®シンポジウム
人工関節置換術におけるベアリング表面のオプ
ション：
専門家によるエビデンスの提示
2012年、5月19～20日

引き続いて

「Current Concept in Joint 
Replacement（CCJR）」2012年春季会議
2012年5月20～23日

ネバダ州ラスベガス、シティセンターのARIA

さらなる情報をお求めの方は、BIOLOX®シンポジウム事務局
へご連絡ください。

CeramTec  電話：（＋49）7153　611　513
CeramTec  ファックス：（＋49）7153　611　16　513
Eメール：bioloxsymposium@ceramtec.de
www.biolox-symposium.com

Current Concepts Institute
Dorothy L. Granchi氏、MBA
コース・コーディネーター
電話：（＋1）216　295　1900
ファックス：（＋1）216　295　9955
Eメール：info@ccjr.com
www.ccjr.com

Javad Parvizi, MD, FRCS  
Advanced Bearings Symposium会長
トーマス・ジェファソン大学Rothman Institute整形
外科教授

（ペンシルバニア州フィラデルフィア）

A. Seth Greenwald, Dphil（Oxon） 
Scientific Committee議長
Advanced Bearings Symposium議長
CCJRコース・ディレクター
Orthopaedic Research Laboratories

（オハイオ州クリーブランド）

読者の方々へ

　皆様に非常に喜ばしいお知らせがあります。2012年5月19、20日の両日、ネバダ州
ラスベガスにおいて、特別なシンポジウムが開催されることになりました。これは、第13回

「Current Concept in Joint Replacement（CCJR）」春季年次大会と連続して行われ
ますので、参加者の皆様方は両方の会議に出席していただけます。 

「人工関節置換術におけるベアリング表面のオプション：専門家によるエビデ
ンスの提示」

　人工関節置換術のベアリング分野では、最先端の研究が進み、さらに新たな臨床結果が
次 と々報告されています。こうした研究・臨床結果を一堂に集め、会議で得られた情報を世
界中の整形外科に関わる人々に発信していく―その場を提供するのが、シンポジウムの大
切な目的です。世界的に有名な臨床・基礎科学分野の教授や研究者の方々も来られ、シン
ポジウムを開いたり、症例発表を行ったりします。ディスカッションの場もあり、そこで最新
のベアリング表面についての疑問や問題点を考えていきます。「人工関節置換術におけるベ
アリング表面のオプション：専門家によるエビデンスの提示」と「CCJR春季会議」は同じ場
所で開かれます。この機会に、参加される整形外科の先生方が、臨床関連の問題について
理解をより一層深めていただければ、と考えています。

　二つの会議はペアとして完璧です。CCJRの会議では、整形外科医・医療のプロの皆様
に臨床関連、特に股関節、膝関節、肩関節再建についての最新情報を知っていただけます。
また、1日だけ早く来ていただけると、人工関節のベアリング表面オプションに関する重要
な課題についても、理解を深めていただけます。2011年、ラスベガスで開かれたCCJR春
季会議には、46カ国から1,000名を越える整形外科医の先生方にご参加いただきました。

　この教育的な会議が、よりよい臨床成果への一助となり人工関節置換術を受ける世界中
の患者様方に貢献できれば幸いです。皆様の積極的なご参加をお待ちしております。これか
らも最先端のベアリングがもたらす臨床的恩恵を積み上げていきたい－これが私たちの考
えです。関節置換術に関わる臨床・基礎科学の専門家の方々には、シンポジウムへのご参加
だけでなく、研究結果の抄録提出も歓迎いたします。期限は2011年9月30日まで、科学委
員会宛てにてお願い致します。

　ラスベガスでお会いしましょう。互いに学びあえる素晴らしい経験を分かち合うために。
 

早目の到着で二つの会議へ！
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この用紙をFAX番号：075－502－0487（日本国内）まで御送り下さい。
下記に関する情報を希望：

 BIOLOXⓇ forte
 BIOLOXⓇ delta

 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。

	ベアリングカップルに関する科学情報が載っているセラムテック編集の冊子を一部送付希望。

	セラニュース2011／1月号を送付希望。
	セラニュース2011／2月号を送付希望。

	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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