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編集部

品質保証の重視
Klaus-Peter	 Günther医学博士はドレスデ
ン工業大学のCarl	Gustav	Carus医学校で
整形外科の講座を担当する教授であり、大学病
院の整形外科クリニックおよび外来部門の部
長の任にも就いておられます。また博士はポー
タル運営委員会の委員長として、EFORT執行
委員会のメンバーも務めておられます。2011
年に博士は、ドイツ人工関節学会（AE）の会長
に就任されました。博士の科学的研究は臨床
効果や成績に関連した問題を重点的に取り扱っ
ています。

最近のメディア報道は、関節形成術は問題が多発する
分野であるかのような印象を与えています。一体何
が、一般大衆にこのような偏った認識を抱かせるもと
になったのでしょうか？

　必ずしも応えることが出来ないような期待が高められて
きたのです。例えば一部のインプラント製造業者は、マーケ
ティングの過程において、手術後にどのような活動が可能
になるかについて非現実的な説明をするのです。ドイツの
外科医はその上競争の激しい環境に直面しているために、
中には、つい最近導入されたばかりのやり方によって「大き
な成功」を収めようとする者もいるのです。その結果最終的
に、多くの患者が非現実的な期待を抱く結果になりがちな
のです。患者は、インプラントに対する際限の無い要求に応
じることが出来、且つ最も安全で最もリスクの少ないやり方
が存在すると思ってしまうのです。
　しかしながら最も注意深く慎重なアプローチをもってし
ても、関節置換術後、早期に再置換しなければならないリ
スクは２～４％あるのです。もう一つの要因はメディアで、メ
ディアは時として、偶発的な成績不良例を取り上げては誇
張を含めたセンセーショナルな表現で煽るのです。完璧に
安全な手術というのは存在し得ないのですから、過度の期
待は、全般的にみれば大成功といえる関節形成術を、一般
の人々から見ると、全く正反対のものに変えてしまいかねな
いのです。 

それでは次に職業上のトレーニングに眼を移してみま
しょう。関節形成術の質を高レベルに維持し、合併症
の発生率を更に減少させていくためには、現在のトレー
ニングのやり方は十分効果的であるといえるのでしょ
うか？
 
　ドイツには継続的医学教育の一環として専門職トレーニ
ングの規定があります。このおかげで、将来の専門医が、整
形外科医や外傷外科医としての正規の資格を取得するた
めに必須条件としてこなしてこなければならない手術の数
を規定するといったような、十分な総合的条件や強固な過
程が存在しています。しかしながら、ますます多くの病院が
何の報酬も得られない高度トレーニングから手を引き始め
ています。その結果、理論上は賢明に規定されたものが実
際に実行されることが、今までになく一層難しくなってきて
います。

インタビュー

*	AE	–	www.ae-germany.com

セラムテック株式会社
中央及び東欧州医療製品部門
セールス＆マーケティング部長
Heinrich	Wecker

読者の皆様へ

　人工関節レジストリ（データベースへの登録システム）
は、THAとTKAの成功率に関する重要かつ公平な調査結
果の簡略化した情報を提供しています。レジストリが存在し
ていない国々が未だに多いという事実があるにしても、地
域的なレジストリ立ち上げに向けてのイニシアチブが既に
幾つか出始めているのです。
　何年もの間審議を重ねた結果、ドイツ人工関節レジス
トリが2012年についに立ち上げられることになりました。 
このことは重要ではありますが、関節形成術をより良いも
のに、またより安全なものにすることを目的としている唯一
のイニシアチブというわけではありません。というのも、絶え
ず増加し続ける症例数を考慮すれば、90パーセントを遥
かに超える成功率をもってしても、現状に満足していること
など私達には決して出来ないからです。たとえ僅かな割合
であったとしても問題のある症例が残っているということ
は、かなり多くの患者さん方が、今この場で、それらの症状
に悩まされていることを意味しているのです。
　この数を減少させることこそが、更なる品質の高さとイン
プラントの安全性を達成しようとして私達が努力を続けて
いる最も重要な目標なのです。そのことは私達が、関節形
成術の複雑な過程を全体として見ていかなければならない
ことを意味しています。外科医と手術に携わるスタッフのト
レーニングが、ここでは欠くことの出来ない重要な役割を
果たします。ドイツ人工関節学会（AE）は、この分野におけ
る幾つかの模範となる概念を開拓し実践してきました。
　AEの会長であるKlaus-Peter Günther氏が、例えばこ
れがどういう内容であるのかを、ページ右側のインタビュー
の中で説明して下さいます。
　これらのイニシアチブには一つの共通点があります： 
それらは医者とインプラント業界との緊密で信頼のおける
協力体制に基づいているということです。可及的に高品質
な関節形成術を提供することが私達の共通の関心事なの
です。
　「最良の仕事を分かち合うこと」：これは第14回BIOLOX®
シンポジウムの標語ですー股関節全置換術における摺
動面の選択ーその選択にあたって専門家の方々が根拠
となる資料を提供して下さいます。セラムテック社がスポ
ンサーを務めるこの一日半のイベントは、５月19日と20
日の両日に渡って米国ネバダ州ラスベガスのシティ・セ 
ンター内のARIAにおいてCurrent Concept in Joint 
Replacement（CCJR）春季会議と連携して開催されま
す。
　両方のイベントに出席する絶好の機会を得ることは素晴
らしい学習体験となるでしょう。皆様方をラスベガスに喜ん
でお迎えする日を楽しみに御待ちしています。        

敬具

Heinrich Wecker
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継続的教育自体に関する状況を博士はどのように見てお
られますか？

　課題になっているのは、一貫して高品質を保証することと
適切な全体的条件を作り出すことです。私達は、関節形成
術を執り行っている同僚達が一定の条件を満たしていなけ
ればいけないのだということを心に留めておくべきです。彼
等がたえず継続的教育を受け続けるということ、そしてそれ
は定期的にチェック（モニター）されるのだということを確実
なものにしなければなりません。これはまた認定を受けた人
工関節センター設立に向けたEndoCert※※イニシアチブが
目標とするところでもあります。クリニックが組織立ったプラ
ンに基づいた継続的医学教育を実践することと、クリニック
のスタッフが、継続的医学教育で学んだものを、明確に繰り
返し実践していくことが、認定取得の条件になるでしょう。

このタイプの継続的医学教育は、博士が会長を務めて
おられるAEによって、ドイツ語圏の国々では提供され
ていますが、その目標は何でしょうか？

　AEの最も重要な目標は、関節形成術の分野で高品質の
トレーニングと継続的医学教育を確保することです。この
目的のため、AEは医師や手術室のスタッフのために組織
立ったシステムのコースを提供しています。そうすることで
AEは、股関節学会のように一つの関節に、或いは関節鏡学
会のように特別なやり方に全般的に重点を置く他の専門
学会とは非常に異なっているのです。私達がカバーする範
囲は、単に関節の温存方法から複雑な再手術にまで及び、
且つあらゆる関節を含みます。私達の品質保証のための他
の活動は、不成功に終わった手術の分析を最大限に利用し
ようという我々のイニシアチブ、さらには、ドイツ関節形成術
レジストリやEndoCertへの参加をも含みます。

後者の背後にある動機とは何でしょうか？

　医師も業界も両方とも偶発的な出来事の効果的な扱い
方を学ばなければなりません。
　例えば航空機産業の業界は、この点に関して、私達より
幾分先をいっています。彼等は偶発的出来事を何よりも先
ず、プロセスを改善する機会とみなしています。関節形成

術の分野においては、イニシアチブは製造業者や科学者、
そして外科医によって開始されてきました。偶発的出来事
が体系的なやり方で記録に残されることは、何と言っても
きわめて重要且つ必要なことであり、このことが標準化さ
れた要求事項が必要とされる理由なのです。医師はしば
しば、回収されたインプラントの扱い方に確信が持てない
でいるのです。法律で定められた要求事項が存在するの
に、医師はしばしば、それらを十分には知らないのです。

「トレーニングなくして使用なし」という重要な考え
に基づいて、外科医はインプラントに限定した特別な
トレーニングを受けることを義務付けられるべきでし
ょうか？

　新しい製品は、医師や手術室のスタッフが適切なトレー
ニングを受けた場合にのみ使用されるべきです。これは私
達が以前に御話したEndoCertイニシアチブのもとでは、
証明書のための明確な基準になっています。

関節形成術レジストリはどのような役割を果たすので
しょうか？

　関節形成術レジストリは、個々の偶発的出来事を分析す
る際には役には立ちません。しかしながら、もし問題が頻
発するなら、例えば欠陥のあるインプラントや適応上のミ
ス等、一つ以上の要因で起こる失敗の兆候をレジストリで
見つけることができます。幸いなことに、関節形成術レジス
トリは今やドイツ国内でも設置されています。

ドイツの医療保険制度において時間的制約を課すべ
く、プレッシャーが強まってきています。これには医
師側にも不満があるようですが、先生はこれに関し
て、どのような経験をされましたか？　このことは臨
床の医療行為に何か影響を及ぼしていますか？

　新しいインプラントの導入については、製造業者のみな
らず医師側からも、迅速化を求めて時間的制約をかけるプ
レッシャーが既に存在しています。新しいインプラントの導
入は形式的な条件を満たしてはいるのですが、私としては、
大幅に変化したインプラント、あるいは新しい種類のイン
プラントに対しては、一歩ずつ段階を踏んだプロセスが求
められるべきと思っています。このことについては選り抜き
の人工関節センターで先ずテストを開始し、それを終えて
初めてインプラントの市場販売を正式に許可すべきなので
す。関節形成術以外の分野でも、さらなる問題があります。
内面的・外面的な継続的医学教育プログラムの時間を求
めようとする人々にかかる負担が大きくなっているのです。

その理由は何なのですか？

 増大し続ける時間の重圧は国際的な問題ではあります
が、とりわけその緊急性と深刻性の観点から、問題が生じ
ている国の典型はドイツです。外科手術一般については
サービス・ベースの資金助成がありますが、特に関節形
成術の分野ではかなりの部分で、症例数ベースにすべき
だとのプレッシャーが強まっています。その結果ドイツで

※※EndoCert- Mittelmeier 医学
博士へのインタビュー（p.8）を参照

Klaus-Peter	Günther
医学博士
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は、DRGs※※※の導入以来、症例数が増加してきています。
他の資金助成制度があるスカンジナビア諸国（デンマー
ク、ノルウェー、スウェーデン等）では、より一般的な社会に
基礎をおいた方法を採用していて、時間の重圧や症例数は
著しくより少なくなっています。より良い成果を求められる
ことに加え、ドイツでは仕事の守備範囲も変わってきてい
て、運営・経営面での医師の負担が増える結果になってい
ます。こうした状況があると再び、では充分な継続的医学
教育を、という話に戻ります。この教育は勤務時間内に行
われるべきであるのに、必要に迫られて勤務時間外にしな
ければならないのが実情です。

この問題は、どのようにすれば解決されるかもしれな
いのでしょうか？

　私の意見では、会議や講習会への参加に加えて、電子
学習（e-learning）がますます重要な役割を果たすように
なってきていると思います。インターネットを活用すれば、
勤務時間中に専門技術に関する情報を素早く入手するこ
とが出来ますし、手術開始前に一定の手順を自ら確認す
る機会を得ることも出来ます。インターネットを活用した
学習は、スタッフが都合のよい時に自分達の注意を医科
学情報に向ける機会を提供するだけではなく、検索しやす
く簡潔で妥当な情報を提供すべきです。唯一のデメリット
は個人的な触れ合いが殆どないことです。私にとって将来
における理想的な継続的医学教育と高度なトレーニング
は、個人的な触れ合いを特色とした講習での実践を、主と
してインターネットに基礎を置いた情報手段と結び付け
るようにすることです。私達はEFORTとAEの両方におい
て、知識伝達のためのこのような新しい概念に取り組んで
いるところです。

時間の重圧（プレッシャー）がまた、手術方法或いは
インプラントの選択に影響を及ぼすことはあるのでし
ょうか？

　もちろんです。例えば時間の節約はまた、低侵襲手術の
導入にあたっても役割を果たしました。でもそれは筋の通っ
た正当なことだと私は思います。どのような手術の場合で
も、費用の総額をいかにして減らすことが出来るか考える
ことは、関係者すべてにとって道理にかなったことです。手
術方法を最も効果的にすることは、合併症発症率を低減し
たり、使用法を簡単にしたり、安全性を高めることを含みま

す。 さもなければ私達は、ますます高齢化社会になっていく
ことから結果として生ずる、関節形成術に対する高まる要
求を将来満たしていくことは出来ないでしょう。問題は私
達が悪循環を断ち切れないことによって、メリットを無駄に
費やしていることです―即ち、私達の報酬制度が、収益を
一定のレベルに維持するため、より多い患者数を生み出そ
うとして、時間の節約となる手術方法を執ることを私達に
強いることです。このことが、時間の要因の観点からは何
等認識出来る明確な変化のないまま、作業の流れ（ワーク
フロー）が統合され整理されていくことにつながるのです。

そのことは、遅かれ早かれ、品質に影響を及ぼさない
のでしょうか？

　原則として、合理化されたプロセスと品質とは両立しな
いものではありません。私達は、工業生産から、高度の規
格化が同時に品質と効率を高めることを知っています。そ
のことはまた、私達が人工関節センターを認定するにあ
たっての目標でもあります。しかしながらもし外科医が、金
銭的な理由から、そのプロセスを最も効果的にすることな
く、得られる時間内により多くの関節形成術を執り行おう
とするならば、品質を失う危険を冒すことになるでしょう。
あらゆる要因、即ち、品質を改善すること、規格統一を更に
達成すること、様々な臨床テクニックを利用すること、作業
の流れを最も効果的にすること、そして治療時間やリハビ
リテーションを短縮すること等―が関連しているとみなさ
れるべきです。すべてが一つのプロセス内にあってこそ機
能するのです。

***		DRGs-診断（法）に関するグループ

インタビュー（続き）
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股関節形成術における最新動向とは？

CoC	THAのメリットと長期にわたる結果　

2011年度のSICOT, ISTA, SOFCOT, SIOT会議の場で、専門家達がCoC 
THA の臨床結果について討議した。

　Laurent	Sedel氏（フランス）は、セラミック・ベアリングのメリットと、２０年後に全体のサバ
イバル・レートが８８％を示した、アルミナCoC THA の臨床結果とについての報告を行なった。
セラミック・ベアリングは現在まで、あらゆるベアリングの組み合わせのなかで最も低い体内摩
耗率を示してきている。セラミック・ベアリングは、優れた生体適合性とより良い潤滑性、そして
金属に優る硬度を備えている。

CoC	THAの１０年成績

　Simon	Tilley	氏（オーストラリア）等は、110人の患者に施された120件の連続したアルミ
ナCoC THA （BIOLOXⓇforte） の、臨床結果とＸ線写真の結果を評価した。平均年齢は45歳

（20歳―55歳）だった。４人の患者は亡くなり、６人は追跡調査をすることが出来なかった。手
術後のセラミックの破損は見られなかった。一つのケースにおいて、手術中にセラミックライ
ナーが欠けることがあったが、ライナーは交換され、合併症も起こらなかった、と著者達は報告
した。二例においてsqueaking（きしみ音）が報告された。最新の追跡調査では、臼蓋ないしは
大腿骨の骨溶解は認知されなかった。摩耗率は検出値以下であった。いかなる理由にせよ再置
換術が行なわれた時点で終了とする、10年間の追跡調査のサバイバル・レートは９７.５パーセ
ントであった。

「セラミック・オン・セラミックは大きなメリットを備えている。
このカップルは如何なる生物学上の有害な影響も及ぼさない
し、アレルギー反応も引き起こさないし、クロム或いはコバルト
の血中濃度も高めないし、そして妊娠や腎機能不全に関する
問題も発生させない。」

- Laurent Sedel医学博士
「研究者達はセラミック・オン・セラミックの股関節ベアリングのメリットを賞賛する」より

ORTHOSuperSite; http://www.orthosupersite.com/view.aspx?rid=90278

「より大きなヘッドを可能にし、セラミックが破損するリスクを
劇的に減らすことから、改良されたセラミック素材すなわちデ
ルタ・セラミックの使用が特に増加してきた。Sedel教授のデ
ータは魅力的であり、今日このハード・オン・ハードベアリング
は、優れた長期的な臨床結果を得るために、摩耗に関する最適
の特性を備えた素材として世界中あまねく受け入れられてい
る。」

- Karl Knahr医学博士
「研究者達はセラミック・オン・セラミックの股関節ベアリングのメリットを賞賛する：展望」より

ORTHOSuperSite; http://www.orthosupersite.com/view.aspx?rid=90278

「この一連のセメントレス初回THAにおけるアルミナ セラミ
ック・オン・セラミック ベアリングは、10年間、低い摩耗率を示
すと共に、活動的な若年層患者のグループにおいて優れた機
能を果たし、臨床上もＸ線写真の上でも良い結果に終わってい	
る。」

- Simon Tilley医学博士

CoC	THA施行後６－１１年成績

　Jérôme	Essig	氏（フランス）等は、224人の患者に施された
232件の連続したセメントレス アルミナCoC THA（BIOLOXⓇ

forte）の臨床結果とＸ線写真の結果について報告した。
平均年齢は５８歳（２２歳―７８歳）だった。全てのケース
の９９％において、２８ミリ径のボールヘッドが使用され
た。術前診断は変形性股関節症８１％、大腿骨頭壊死１３
％であった。平均追跡調査期間は９.２年（６―１１年）だ
った。１６人の患者（６％）がsqueakingに気づいたが、そ
の内１０人では消失した。６股関節が再置換術を受けた。
患者達は、感染性のゆるみ（４例）、インプラント周囲骨折 

（４例）、そして脱臼（１例）のために再置換術を受けなけ
ればならなかった。セラミックの破損は観察されなかった。
最終観察時、臼蓋ないし大腿骨に骨溶解を認めなかった。
いかなる理由にせよ再置換術が行なわれた時点をエンド
ポイントとした生存率は10年時点で９６．６％であった。 
　この一連の手術は、活動的な若年層におけるアルミナCoC 
THAが骨溶解のリスクを回避し、インプラントの寿命を改善
することを示している、と著者達は結論付けた。

大骨頭径CoC	THA施行後３年以上成績

　Suk	 Kyu	 Choo	氏（韓国）等は、４０人の患者に施され
た４３例のCoC THA（BIOLOXⓇforte, BIOLOXⓇdelta）の
臨床結果とエックス写真の結果を評価した。平均年齢は56歳

（28―82歳）だった。21例は大腿骨頭壊死の症例であった。
３６ミリ径のヘッドが使用された。最短の追跡調査期間は３
年だった。Squeakingは３人の患者に認められた。著者達は、
一人の患者が手術後一週間での事故の後脱臼した、と報告し
た。セラミックの破損は見られなかった。最新の追跡調査では
骨溶解ないしは無菌性のゆるみは観察されなかった。

セメントレスCoC	THA―スクリューの使用に
よって安定性が増すのか？

「CeraNews」2010年２号誌上で私達は、ドイツのグルー
プ＊による前向き研究で、プレスフィットカップの安定性はス
クリューの使用によっては高められないことが確認された、と
報告した。

ところでChristophe	 Chevillotte氏（フランス）等は、スク
リューによって固定されなかった５１件のCoC	THAとスク	
リューによって固定された４９件のCoC	THA後１０年間に
わたる成績を発表した。この後ろ向き研究の目的は、セメント
レス初回CoC	THAにおいて、臼蓋側コンポーネントを固定
するためにスクリューが有用であるかどうかという疑問に応
えるために、臼蓋インプラントの	移動、骨溶解、Ｘ線透過性ラ
イン（radiolucent	line）、そして異所性骨化等を評価するこ
とであった。患者像とインプラントのサイズはほぼ同じであっ
た。この一連の手術における臨床およびＸ線像の結果は、ス
クリューの有無によるプレスフィットカップの固定性には有意
（p＞0.05）の差はみられなかった。セラミック・オン・セラミッ
ク ベアリングはスクリューを付加せずにプレスフィットを固
定しても信頼して使用され得る、と著者達は結論付けた。

*	Jäger Mその他、固定スクリューが存在する場合のプレスフィットカップの移動パター
ン、AbstractF240, EFORT, Madrid, 2-5June2010

基礎科学
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大骨頭径MoM	THA

　Alfredo	Carfagni	氏（イタリア）等は、現在でも尚大骨頭径のMoM THAの適応はあるか
という疑問に応えるために、１００人以上の患者に関する国際的な研究論文の、臨床結果及び
Ｘ線写真の結果を再調査した。著者達は、全身に及ぶ影響と局所メタローシスのリスクが近年
論議されてきている、と特筆した。より若年層の患者にとってはメリットに比較してリスクが高す
ぎるということを、彼等は発見した。しかしながら、彼等の臨床結果とＸ線写真の結果は、６５歳
以上の患者においては、大きな直径のMoM THAが長期にわたる成功を収めていることを示し
た。著者達は、より大きな直径のMoM THAは、場合によっては機能上の要求が高い６５歳以上
の患者において有用であるかもしれないということを、特筆した。
　他方では、金属製ボールヘッドは大骨頭径セラミックボールヘッドにあっさりとってかわられ
るかもしれない、と著者達は結論付けた。
	
CoP	vs.	MoP	THAの長期にわたる結果―
年齢と性別のマッチドペアによる比較

　Gregory	Klingenstein	氏（米国）等は、セラミックボールヘッド（BIOLOXⓇforte）と金属製
ボールヘッドを従来のPEライナーと組み合わせた、３１のマッチドペアを分析した。全てのケー 
スにおいて、（直径）２８ミリのボールヘッドが使用された。患者の平均年齢は５４.５±８.５（２
３.３―６５）歳だった。平均追跡調査期間は、１７±２.１（１２.８―２０）年と１４.１±２.６（１０―
１９.１）年だった。平均摩耗率はそれぞれ、CoPグループが年０.０８６±０.０４６ミリでMoPグルー
プが年０.１３７±０.０５２ミリだった（p＜０.００１）。 CoPグループにおいては骨溶解ないしは無
菌性の緩みが原因での再置換術は見られなかった。 MoPグループでは寛骨臼の骨溶解が認知
され、３個のカップが再置換されなければならなかった。
　物理的な不具合が原因での再置換術のサバイバル・レート（耐久率）（Kaplan-Meier）はそれ
ぞれ、CoPグループが１００％でMoPグループが９０.３％だった

「この研究における、金属と比較した場合のセラミックの低い
平均摩耗率は、以前に発表されたインビトロでの報告と一致し
ている。セラミック・グループは物理的な不具合による再置換術
が０％で、緩みないしは骨溶解が原因の再置換術はなかった。
このことは、金属製ヘッドと比較した場合の、この素材の優れた
耐久性を証明している。この研究の長所は、若年層患者におけ
るマッチドペア分析を用いて、従来型ポリエチレンと組み合わ
せたセラミックと金属の大腿骨ヘッドを比較した長期成績では
初の報告である点である。」

-	Gregory Klingenstein医学博士

バイポーラー人工骨頭：セラミックバイポーラ
ーシステムの中期結果

　Antonio	Olmeda	氏（イタリア）等は、大腿骨頚部骨折
の患者におけるCoCバイポーラーヘッド（BIOLOXⓇDUO 
system）の臨床結果とＸ線写真の結果について報告した。著
者達は、大腿骨頚部の骨折は現在、治療とかかる費用の点で、
イタリア国民医療サービスの深刻な問題の一つとなっている、
と指摘した。著者達は、従来科型のバイポーラーヘッドは主と
してPEの摩耗が原因で不首尾に終わるということと、セラミッ
ク製バイポーラーシステムはこの面倒な問題を防ぐことが出
来るということを、特筆した。２００５年から２０１０年にかけ
て、平均年齢８１.５（５１－９８）歳の３７５人の患者にCoC バ
イポーラーシステムが移植された。インプラントの組み立ては
簡単で、手術の追加時間も必要とされなかった、と著者達は報
告した。六ヶ月間の最短の追跡調査では、症例の８４.９％にお
いて痛みが無いか、もしくは軽度であった。症例の８２％におい
て、患者は平常の生活に戻ることができた。インプラントに関
連した合併症ないしは、セラミックに関連した不都合な現象は
見られなかった。
　セラミック製バイポーラーシステムBIOLOXⓇDUOは、中期
間の追跡調査においては安全且つ臨床上有用であるように思
われるが、長期間の結果を評価するためには更なる調査が必
要とされている、と著者達は結論付けた。

セラミックバイポーラーシステムBIOLOXⓇDUOは、外側のシェル（BIOLOXⓇforte,１ミリごとのサイズ設定で外径４２ミリから５６
ミリ）,	（直径）２８ミリの大腿骨ボールヘッド（BIOLOXⓇforte或いはBIOLOXⓇdelta）、そしてポリエチレンの固定リングから成り立
っている。

追加情報は、同封の注文用紙を使って注文出来る「実際の手術の模様を記録したトレーニング用DVD」上で入手可能。

Source:	CeramTecSource:	CeramTec

基礎科学（続き）

「バイポーラーヘッドが失敗する場合の
主な原因は、内部のヘッドが外部のヘッド
によって拘束されていることによる、ポリエ
チレンの摩耗である。セラミック・オン・セ
ラミックバイポーラーヘッドは、この面倒
な事態を防ぐことが出来、更に人工器官の
寿命（耐用期間）を、低侵襲、しかもより安
価な手術を執り行うことによって、THAと
同等に延ばすことを可能にするのである。」

-	Antonio Olmeda医学博士
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膝関節全置換術における最新動向とは？

TKAを受けた患者における金属過敏症

　Domenico	Tigani	氏（イタリア）等は、後ろ向きコントロール研究のなかで、TKAを受けた
患者のうちで金属過敏症の人がどれぐらいの割合を占めるのかを評価した。彼等は、インプラン
ト手術を受けていない２０人の結果と、TKA後の結果が安定している２７人の患者群と、TKA
の結果が不首尾に終わった４７人の患者群を比較した。（アレルギー反応を調べるための）パ
ッチテストの結果が陽性であった人の割合が、TKAを受けた患者群においては著しく高かっ
た。TKA後の結果が安定している患者群とTKAの結果が不首尾に終わった患者群の間に差は
認められなかった。著者達は、インプラント手術を受けていない人のグループの内１５％が、少な
くとも1種類の金属に対してパッチテストで陽性の結果を示した、と報告した。TKA後の結果が
安定している患者群の内、バナジウムに対してパッチテストで陽性の結果を示した人の割合は、
インプラント手術を受けていない人のグループでの割合に比べて高かった。著者達は、これらの
調査結果は、TKAを受けた患者群の内パッチテストの結果が陽性である人の割合は、通常の固
体群における割合に比べて高いということを裏付けている、と報告した。彼等は、手術前に患者
に金属過敏症の症状が見られた場合には、TKAの結果がもしかすると不首尾に終わるかもし
れない、潜在的危険要因として考慮されるべきである、と指摘した。
　このような患者達にはセラミックが解決策になるかもしれない、と著者達は結論付けた。

セラミック製大腿骨コンポーネント使用後１年間の結果

　Mario	Manili	氏（イタリア）等は、BIOLOXⓇdelta 大腿骨コンポーネント※を装着した、セ
メント使用TKAにおけるPEの摩耗状態を評価した。２００７年から２０１０年の間に、１０人の
患者がこのインプラントの施術を受けた。平均追跡調査期間は１２ヶ月だった。全ての患者の機
能上のスコアが増加した。（セラミックとセメント、セメントと骨それぞれの）界面（インターフェー 
ス）におけるＸ線透過性のラインは認められなかった。CT（Ｘ線断層撮影）による分析上、PEの
欠損や傷は見られなかった。インプラントに関連した合併症ないしは再置換術は発生しなかっ
た。
　この短い追跡調査期間におけるＸ線写真の結果及びCTの結果は、BIOLOXⓇdelta 大腿骨
コンポーネントを装着した、セメント使用TKAは、摩耗問題に対する優れた解決策になることを
証明した、と著者達は結論付けた。

「セラミックは、それ故、インプラント素材に対してアレルギー
症状を示す患者にとって解決策になるかもしれないし、摩耗
に対するより高められた抵抗力を有するかもしれないし、更
に、無菌性ゆるみのリスクを低下させるかもしれない。」

-	Domenico Tigani医学博士

セラミック製大腿骨コンポーネント使用後１年
以上経過例の結果

　更に Francesco	Benazzo	氏（イタリア）等は、BIOLOXⓇ

delta 大腿骨コンポーネント※を装着したTKAの臨床結果及
びＸ線写真の結果について報告した。7つのヨーロッパの施設
において、平均年齢が６７.７±５.９歳の１０８人の患者（女性
８１人、男性２９人）に対して１１０のTKAが施術された。最低
限の追跡調査期間は１２ヶ月だった。手術前の状態に比べて、
機能上のスコアは著しく改善した。インプラントに関連した合
併症ないしは失敗は見られなかった。
　著者達は、TKAにおいてBIOLOXⓇdelta 大腿骨コンポーネ
ントを使用した場合のこれら短期間の臨床結果とＸ線写真の
結果は将来大いに期待出来る、と結論付けた。

BIOLOXⓇdelta	大腿骨コンポーネントの手術中の写真	
出典:	Francesco Benazzo医学博士の好意により掲載。
Clinica Orthopedica e Traumatologica, Università de-
gli Studi di Pavia Foundazione IRCCS, Policlinico San 
Matteo （Italy）

「セラミックのような代替素材を導入するこ
とは、（それが）ポリエチレンの摩耗を減少さ
せ、益々増加傾向にある金属過敏症の問題
に対する解決策となり得るという理由で重
要である。」-

	Francesco Benazzo医学博士

参照:

Benazzo	F	et	al.	膝関節全置換術におけるセラミック大腿骨コンポーネントの仮結果。J Orthopaed Traumatol 2011,12（Suppl 1）: S137
Carfagni	A	et	al.	股関節全表面置換術における大きな直径のメタル・オン・メタル：このタイプのインプラントにもう症状はあるのか？? J Orthopaed Traumatol 2011,12

（Suppl 1）:S107–108	
Choo	 SK	 et	 al.	３６ミリ大腿骨ヘッドを使用したセラミック・オン・セラミック股関節全置換術の短期の結果、Poster 34, ISTA, 第２４回年次総会、Bruges（Belgium）, 
20–23 September 2011
Chevillotte	C	et	al.	プレスフィット　セラミック・オン・セラミック　ベアリングのための固定スクリューの有効性：１０年間の遡及的分析。抜粋２７５、SOFCOT, Paris, 5-10 
November 2011
Essig	J	et	al.	股関節全置換術のためのアルミナ　セラミック　ベアリング：最低９年間の追跡調査を実施した連続した手術。抜粋２７４、SOFCOT, Paris, 5-10 November 
2011
Klingenstein	G	et	al.	若年層患者における従来のポリエチレン上のセラミック及び金属大腿骨ヘッドの長期間の耐久率と摩耗率：マッチドペア分析。抄録、６２０、ISTA, 第
２４回年次総会、Bruges（Belgium）, 20-23 September 2011
Manili	 M	 et	 al.	セラミック大腿骨コンポーネントを使用した膝関節全置換術におけるポリエチレン摩耗のCTによる評価。J Orthopaed Traumatol 2011,12（Suppl 1）
:S120
Olmeda	A	et	al.	人工骨頭置換術におけるセラミック・オン・セラミックバイポーラーヘッド：中期成績の速報。	J	Orthopaed	Traumatol	2011,12	Suppl	1	:S154–S155
Tigani	D	et	al.	膝関節全置換術を受けた患者における金属過敏症。J	Orthopaed	Traumatol	2011,12	Suppl	1	:S127
Tilley	S	et	al.	５５歳以下の患者に施されたセメントレス股関節全置換術における第三世代アルミナ・オン・アルミナ　セラミック　ベアリング：１０年間の追跡調査。Poster 
282, ISTA, 第２４回年次総会、Bruges（Belgium）, 20-23 September 2011
追加参考文献：
Olmeda	A	et	al.	セラミック製バイポーラーヘッドの使用経験―速報。Cobb JP （ed.）, 「THAベアリングの現代の動向」Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2010:221-
225より。
*	Multigen	Plus	Total	Knee	System		Lima	Corporate	
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インタビュー

CeraNewsはWolfram Mittelmeier医学博士にお話を伺った。博士は、DGOOC、DGOU
の２０１２年度会長であり、さらにこの計画の創設者の一人でもある。今年度の目標と関節
置換術における品質保証について、博士の見解を伺った。
	
博士が会長として任期中に達成されたい目標とは何でしょうか？

　2012年度に我々、すなわちChristoph Josten氏、MD、PhD（ドイツ外傷学会、German 
Society of Traumatology、DGU）、Andreas Gassen氏、MD（整形外科、外傷学専門
家協会、Professional Association of Orthopaedics and Traumatology, BVOU）
と私が注目する主要なテーマは品質、倫理、効率性、それぞれの原理の間に内在する矛盾
点です。問題は、特に周術期や術後早期において大幅に品質向上をはかること、そして厳格
な統一基準を設け、それを短期で変えるのでなく、法的枠組みの中に入れ込んで、ドイツ国
内ではどこでも同じやり方で医療が受けられるようにすることにあります。　
　筋骨格系の外傷を例にとれば、特に構造的品質に基づいた、強固な外傷ネットワークが
すでに確立されつつあります。この試みにより、確実に価値ある医療法が生み出され、結果
として外傷ケアが改善されていくでしょう。EndoCert計画が策定されたのは、例えば、腫
瘍センターに対して作成されたのと同様の品質保証モデルを関節形成術のために確立す
るためなのです。構造、プロセス、そして結果の品質をベースにして、ケアの品質が保証され
改善されることになります。この計画を施行して患者さんにより良い医療を行なうことが不
可欠できわめて重要なのです。

実際には、どういう風に行なわれるのでしょう？

　まず、人工関節置換術をおこなっているクリニックに対し、最小限の構造的な要求事項
を示した目録を出します。外科医、麻酔医、放射線医は互いに確認しあって、明確に定義さ
れた品質方針に従わなければなりません。例えば、所見は厳格に定められた時間内に評価
されなければならないし、Ｘ線画像はある一定の基準に達していなければなりません。
　結果として、置換術手順の品質が信頼に足るものだと実証できるのです。文書化からフォ
ローアップにいたるまで、多岐に渡る副次的なプロセスについては、個々の基準を作ってい
る最中です。しかしながら、根幹となる基準が定まっているおかげで、付随する基準すべて
は、使う側にとって、よりシンプルで透明性のあるものとなるでしょう。
　すべてのクリニックが、高品質のワークフローを確保するべく独自のプロセスを開発しな
ければならない―こんな状態を目標にはできません。この先は合意に基づく基準を設け、人
工関節置換術に関わるすべての人にとって、ワークフローをシンプルにし、安全性を強化し、
運営費を削減し、透明性を増すことになるでしょう。

Wolfram	Mittelmeier	
医学博士はRostock大
学の整形外科クリニック・
外来センター長であり、
２０１２年度ドイツ整形
外科・整形外科手術学会
（DGOOC）会長、さらに２
０１２年度のドイツ整形外
科・外傷外科（DGOU）学
会会長を務められている。

広範にわたる品質基準を設定する

　ドイツでは、関節置換術に関わる人々に対し、新しい品質保証制度が
まもなく設けられる。手術結果を継続的に観察するための手段として、
人工関節レジストリはすでに存在している。今回はさらに、整形外科手術
に対するスペシャリスト・グループの認可プログラム、EndoCertを新た
に設定し、これを品質保証のもう一つの柱とすることを目指すのである。
　EndoCertプロセスは、人工関節センターでの、認可済みプロセスの
適用と構造的品質を保証するために使われることになるだろう。人工関
節センターが自ら進んで認可を受け、確立された品質基準で患者のケア
を向上させていく。この流れを推進することが目標である、とスペシャリ
スト・グループは宣言している。EndoCertには、ケアプロセス全体を分
析し、ユーザーの資格や医療機関の構造的品質を定義すること、さらに
基準を試験的に実行して結果を追跡調査することが含まれる。

医者やORスタッフの資格には、果たすべき役割があり
ますか？

　もちろん、医療装置や医療技術を使うのは、使用者が取
り扱い方法の訓練を受けたと実証できる場合のみに限定
すべきです。「訓練なくして、使用なし」というモットーは、外
科医からOR看護師に至るまですべての人に当てはまりま
す。これはインプラントシステムの通常の、一度かぎりのデ
モンストレーションの場合だけではありません。運動選手が
やっているように、効果的かつ優秀な「訓練状態」を達成、
維持しなければなりません。外科医ひとりで関節形成術を
行なうということは殆どありえません。我々が信頼するの
は、参加するクリニックが基準を遵守して行なう最小限の
数の関節形成術です。手順に責任を持つリーダー役の外科
医は、例えば、年間少なくとも５０の股関節あるいは膝関節
の形成術を経験していなければなりません。再置換術を行
なう医師は、関節に関して年間１００例の形成術を行なっ
ていることを実証しなければなりません。こうした医師を、
我々はLead Surgeonと呼びます。彼らは任命を受けて、セ
ンターで仕事をしなければなりません。

博士のクリニックや他のセンターなど、パイロット段
階で、このプロセスをすでに試された施設があります
ね。結果はどうでしたか？

　２００７年にRostock大学で最初のパイロット・ランを
始めました。当時、終身在職権を持つ整形外科教授会議と
DGOOCから参加者を招いて、システム開発を助けていた
だくことができました。K. P. Günther博士が主宰するドイ
ツ整形外科・整形外科手術学会（German Society for 
Orthopaedics and Orthopaedic Surgery）からの専門
家委員会は、さらに開発の進んだ品質基準を２００９年から
チェックし続けているし、パイロット・クリニックとして知られ
る施設での全国規模のシステム調査も行なっています。
　認可委員会（H.Haas氏/Bonn、W.Mittelmeier氏/
Rostock）は、送られてくる評価結果を定期的にチェックし
ています。パイロット・ケースの第一段階は完了し、評価も
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済みました。パイロット・ケースの第二段階は、今も続いているのですが、私立のクリニック
などの広範囲におよぶ外科施設をも含んでいて、まもなく完了予定です。２０１２年の春に、 
このプログラムを公式に始める事ができれば、というのが私の希望です。

EndoCertのもとでは、関節形成術の臨床経路、あるいはワークフローは具体的に
明示されているのでしょうか？

　構造的には統一性を持たせるべきですし、最適なワークフローへの提言も進めるべきで
すが、これは個々のケアレベルの条件に応じて、ということです。まずORのプロセス・フロー
から始めて、新たに設定すべきものと分解すべきものを決め、リハビリケアにも同じことを行
ないます。外科的手順そのものは、外科医の手に委ねます。
　私たちはただ、実証可能な基準を明示するだけです。業界も外科医も同じく、高い水準を
確保するよう求められます。ですが、高水準の品質を維持しようとするなら、制度内で再考・
手直しを続けていくプロセスが必要だということを常に意識しなければいけないですね。

EndoCertのプロセスに関する文書か説明書はあるのですか？　あるとしたら、そ
れはドイツ国内や国外のクリニックでも手に入れられるのでしょうか？

　様々なデータを集めた文書があります。これは専門家委員会が作成したもので、現在は
パイロット段階における経験を組み入れて修正する最終段階に入っています。この文書に
は詳細な要求事項が記載されています。パイロット・ケースの第二段階が問題なく完了次
第、学会（DGOOC）を通じて、データを集積した文書が入手可能になるでしょう。

パイロット段階が終了したら、認定ができるのでしょうか？　それはどのような形
式になるのでしょうか？

　産業界には、すでに確立されている認定プロセスがありますが、そうしたものを考えてい
ただければいいかと思います。独立した専門家による年1回の外部監査があります。品質構
造に対する要求事項が実際に実行されているか、基準をみたしているかどうかを監査でチ
ェックするわけです。結果に問題がなければ、認定書が発行され、毎年更新されます。　独
立した専門家による再認定は、決められた時間間隔を経て行なわれます。認定によって、患
者さんにとって良い主観的・機能的な結果が出ていることが証明されなければなりません。
手術前、直後、一年後に、できる限り厳格ではっきりした基準の一覧表を用いて、客観的品
質レベルがどの程度達成されたのか、患者さんが主観的に見たレベルをチェックしなけれ
ばならないでしょう。私たちは、さらにダイナミックにシステムを発展させていくために、集め
られた情報を使っていきたいと思います。より重要性の高い基準はどれか、省いてもいいの
はどれかを、私たちは常にチェックしなければなりません。	

この計画はどういう方向に発展していくのでしょう？

　これから先の時代のために、そして関節形成術分野の品質を改善していくために、実際
の状況に極めて近い、ORスタッフの訓練用シミュレーション設備を持ちたいと考えていま
す。長年、飛行機のパイロットの訓練用に使われてきたようなものです。私たちは現在、文書
化と評価プロセスにかなりの投資をしていますが、このタイプのシミュレーションやトレー
ニング用モデルには、殆どしておりません。困難な状況や思いもかけなかった場面で適切に
対応するためには、訓練する必要があります。ですから、できれば合併症のシミュレーション
も行ないたいと思っています。でも、これはあくまで未来の課題であり、今のところは計画の
核心部分ではありません。EndoCertはもともと、私たちの仕事を迅速化し、費用効果を良
くする目的で作られたのではありません。仕事のやり方をより明確な構造にし、簡素化し、
より安全にするためです。リスクを避け、合併症を回避することが、最優先事項なのです。 
今日、私たちは合併症治療に多くの金額を費やしています。合併症回避が上手くできれば、
それだけ医療費を節約できるのです。またEndoCertが間接的にサポートできるのは、ドイ
ツ医療機器法（German Medical Devices Act）が規定した品質要求事項を適用して、
回収されたインプラントを取り扱うことです。
　インプラントが回収されても、特に早期の段階で不具合が起こり回収された場合には、
それが正しく保管され、一貫したやり方で分析されることは殆どないのです。（回収インプラ

ントの適切な取り扱いにより）関係者すべてにとっても、ま
たインプラントの改良にとっても価値ある情報が得られる
かもしれないし、また、長期化する法廷闘争を避けられるケー
スもあるかもしれません。

臨床分野でEndoCertをしっかりと根付かせるため
に、どのようなプランをお持ちですか？

　基本的には、自主的に参加していただくことです。個々の
クリニックや医師の責任感に呼びかけるのです。EndoCert
のプロセスはそれ自体が確立されたもので、さらに将来的
に新しい展開があれば要求に応じて対応していくものでな
ければなりません。お金を払う側も、自分たちが積極的に
参加しなくても、私たちの品質計画によって得るものがあり
ます。この計画が存在すること、現実に施行される見込みが
あること、それだけで、かなりのプレッシャーがあると思いま
す。その証拠に、もっと詳しく知りたいと興味を持った同僚
達が、ほぼ毎日電話をかけてきます。私の個人的な意見で
すが、この計画に参加してくれる医師は多くなるだろうとい
う気がします。　
　さらに言えば、EndoCertは人工関節レジストリと競合
するものではありません。むしろ、非常に価値のある、実際
には欠くことのできない追加策なのです。統一された品質
基準ができることで、周術期のような早い段階で品質環境
を改善できます。一方、登録は、再置換後のインプラント不
具合率増加の可能性を検知するために役立ちます。
　この品質保証システムはDGOOCに支持されています
し、DGOUや専門家協会のBVOUを通じて、外傷外科の同
僚達の協力も得ています。　
　私の意見ですが、関節形成術における上記の品質計画の
未来は、DGOUを媒体とし、中期的にはその庇護のもとに
置かれるべきだと思います。しかし、実際に施行するとなる
と、既存の確立された専門的な認証制度も欠かせないし、
さらに、すべての参加者や業界をも含めたコンサルタント委
員会を適切なやり方で作ることも必要です。
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トライボロジーの概要
　Theofilos Karachalios	 氏（ギリシャ）は、摩耗の
問題とベアリングカップル材料であるポリエチレン

（PE）、架橋ポリエチレン（XPE）、金属およびセラミ
ックについて報告した。 Karachalios氏は、トライボ
ロジー問題に関する研究結果は有り余るほどあるの
に、長期間の臨床結果が不足していると批判の声を
上げた。実験室のデータをそのまま実際の臨床診療
に当てはめられるかどうかを確かめるには、厳密な
精査を継続的に行うことが必要である。同氏は、新し
い素材や処置の導入により、新たな生物学的問題が
もたらされる懸念を示した。これらの問題は、主に表
面再建型と大径ボールヘッドが好まれる傾向と関係
づけて議論されている。産業界から一定の新製品導
入の圧力があることは否定できないが、限られた医
療制度予算の中での最新のインプラントの費用対効
果はいまだ証明されていない。高齢患者のための最
新のベアリングカップルも必要であるが、患者には、
すべての治療オプションおよびインプラントの賢明
な使用法についての現実的な情報も提供しなけれ
ばならない。

ハイクロスリンクポリエチレン（XPE）

　従来型のPEは、臨床診療において優れた成果を示し
てきたが、荷重がかかると摩耗にさらされる。架橋ポリ
エチレンは、PEよりもさらに顕著に摩耗を減少させ、そ
の結果、活動的な若年患者に移植への道を開いた。現
在、さまざまな製造工程に基づいたXPEが販売されて
おり、強度、摩耗耐性および弾力性のバランスをとるこ

とをめざしている。抗酸化物質の添加は、サバイバル・タ
イムを引き延ばすための非常に有望な新しいアプロー
チである。従来型のPEより小さいナノメートル単位の
摩耗粉の生物学的活動については、相反する結果があ
る。ある研究では、細かいXPE粒子はあまり骨吸収を引
き起こさないとインビトロ研究で示されたが、別の研究
では、XPE粒子とPE粒子の生物学的活動はあまり変わ
らないと結論づけられた。その他に、マイクロファージが
主にXPE摩耗粉に刺激され、従来型のPEより多くの
炎症性メディエータが放出されると結論づけた研究も
ある。さらに、摩耗粉に対する生物学的反応は、個人に
よって大きく異なる。Karachalios氏は、専門家の中に
は、自分たちの評価において、XPEの機械的性質を酷評
している者もいることを示した。この特性によってXPE
インサートがより割れやすくなっている可能性があり、
このことは出版物で報告されている。従って、XPEを薄
いインサートやコンストレイン型インサートに使用する
ことは適切ではなく、コンポーネントのmal-positionは
避けなければならない。従来型のPEはストライクゾー 
ンが広い材質であるが、XPEを使用する際には、イン
プラントの正確な設置位置が確保されなければならな
い。XPEに関する臨床結果のほとんどは、金属製の大
腿骨ボールヘッドと併用した場合の報告であり、セラミッ
ク製の大腿骨ボールヘッドについての臨床結果はほん
の少ししかない。

メタル・オン・メタル（MoM）

　MoMベアリングカップルには、材料、マクロジオメト
リー（直径および隙間）、マイクロジオメトリー（表面形
状）および流体膜の構成という点で差異がある。大腿
骨ボールヘッドが大径になれば摩耗は少なくなるが、
金属摩耗は生物学的に活性化し、アポトーシスと同じ
くらい重大な結果をもたらす可能性がある。金属反応
による局所的な細胞損傷は明らかであったが、これは
主にmalposition（設置位置不良）により過剰な摩耗
を引き起こした場合に発生していた。一方、金属過敏症
は粒子の量にかかわらず起こった。金属過敏症はリン

EFORT

「実験室での発見が必ずしも臨床的成果につな
がるとは限らない。」	

	-	Theofilos Karachalios医学博士

第12回欧州整形外科学会議（EFORT）のハイライト

　世界９０カ国より６，５００名以上の医師と科学者が、２０１１年６月
１日～４日にコペンハーゲンにて開催された第１２回欧州整形外科学
会議（EFORT）に参加した。昨年の成功を受けて、今年の「トライボロジ
ー・デイ」もトライボロジーの重要性を反映したものとなった。医師であ
るKarl	Knahr医学博士（ウィーン）が、今年も議長を務めた。トライボロ
ジーは、今回も、関節形成術の分野において最も多く議論されるトピッ	
クの一つである。患者が若年化し、平均寿命が延びるにつれ、摩耗や断
裂に強いベアリングカップル材料を求める声が高まっている。プレゼン
テーションでは、この点について、デザインや摩耗特性、ヘッド径などの
要素に加え、正確なインプラント技術もまた、質の高い結果を出すため
の決定的な役割を果たすことが、専門家によって繰り返し強調された

Source:	CeramTec



11

C
er
aN
ew

s	
1/
20
12

パ球刺激という形で現れ、その結果骨量が減少した。と
りわけ表面置換術においては、偽腫瘍の形成に注意が
払われ、精密な検査が行われる。周知の全身的作用に
は、血清中および尿中の金属イオンレベルの上昇と器
官内への蓄積がある。癌を誘発する可能性のリスクは、
究極的には評価することができない。患者数が限られ
ており、ほとんどの症例で追跡期間が１０年より短いた
め、現代のMoMインプラントのための既存の研究デー
タは、決定的なものではない。腫瘍の潜伏期間が２０年
より長いことを考えると、発癌性リスクの評価を可能と
するためには、多くの患者集団に対するより長期の追
跡研究が必要である。包括的用語であるARMD（金属
摩耗粉に対する拒絶反応）には、メタローシス、偽腫瘍
およびALVAL（無菌性リンパ球性血管炎関連病変）が
含まれる。

セラミック・オン・セラミック（CoC）

　CoCベアリングカップルは、きわめて摩耗量が少な
い。このことは、表面粗度の低さ、硬度の高さおよび優
れた流体膜形成をみるとわかる。その結果、高い摩耗
耐性を得ている。しかし、臨床成績に対するあらゆる
悪影響を防ぐためには、インサートを正確に位置付け
ることが必要である。この点について、Karachalios氏
は、手術中、セラミック製インプラント設置の際に発生
しうる「chipping（欠け）」問題を指摘した。ノイズが
発生する確率は症例の１％もない。Chippingには多
くの理由があるが、その理由が現在では特定されてい
る。それはmalpositionに端を発するインピンジメン
ト、端部荷重（edge loading）による流体膜の分断に
関連する問題である。ステムの振動挙動も関与してい
るが、その場合は、設計に問題があることが示されてい
る。Karachalios氏は、BIOLOX®delta第４世代セラミッ
クの登場により、合併症としてのインプラントの破損は
ほとんど見られなくなったと述べた。しかし、手術中に
セラミック製コンポーネントを扱う時および寛骨臼カッ
プを正確に設置する際には、十分に注意を払う必要が
ある。これらの原則が守られるならば、セラミックは人
工関節の未来を担う材料である。

オキシニウム™*

　Karachalios	氏は、PEおよびXPEと併用したオキシ
ニウム製大腿骨ボールヘッドの股関節シミュレーショ
ンの結果、MoPベアリングカップルより摩耗が少なか
ったと述べた。しかし、今のところ臨床結果報告は数件
しかない。同氏は、オキシニウム製大腿骨ボールヘッド（
２８mmおよび３２mm）を使った自らの前向き無作為
化研究について、最初の結果報告を行い、オキシニウム
製ボールヘッドが、CoPやCoXPEよりも摩耗率が低かっ
たと述べた。その一方で、反復性脱臼を起こしている患
者のオキシニウム製大腿骨ボールヘッドが重度に損傷
したという報告もある。

セラミック・オン・メタル**（CoM）
　
　CoMベアリングカップルについてもまた、実験デー
タはドラフト段階であり、短期間の予備段階の臨床結
果しかない。CoMベアリングカップルの性能を評価す
るための臨床研究は現在進行中である

ベアリングカップルへのフォーカス
　John Fisher氏（イギリス）は、大腿骨ボールヘッドの
大きさと材料が摩耗の発生に与える影響について
述べた。同氏は、ヘッド径の大きいハード・オン・ハー
ドベアリング（CoCおよびMoM）は摩耗が少ないと
主張した。股関節シミュレータでは、第４世代CoC
ベアリングカップル（BIOLOX®delta）の摩耗量は
MoXPEベアリングカップルで観測されたレベルの
１／５０で、明らかに低い摩耗レベルを示した。CoC
ベアリングカップルと比べると、CoMベアリングカッ
プル**には、今もなお重大な金属摩耗がある。しか
し、同氏は、体型の小さいアジアの患者にとって利

点となるよう、大径セラミック製大腿骨ボールヘッド
（36mm）を比較的小さい金属製寛骨臼カップと
組み合わせることを検討している。しかしそれでもな
お、最大の目的は、最適な機能と長い耐用期間でな
ければならない。いずれにしろ、そのためには寛骨臼
カップを最適な位置に設置しなければならない。そ
うでなければ、摩耗率は大幅に上昇する。

　Karl Knahr氏（オーストリア）は、CoCベアリングカッ
プルに関する破損およびノイズのリスクについ
て取り上げた。大腿骨ボールヘッドに使用され
る材料の発展により、セラミックの破損リスク
は、BIOLOX®forteの０.０２％からBIOLOX®delta

「これらの原則が守られるならば、セラミックは人工関節の	
未来を担う材料である。」	

-	Theofilos Karachalios医学博士

*	オキシニウム™は、Smith&Nephew社
　の登録商標である。

**	CoM関節、Pinnacle® CoMplete寛　
　　骨臼股関節システム、DePuy Ortho-
　　paedics Inc.
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の0.002％にまで低下した。このことは、セラムテッ
ク社が発表した合併症の総数により明らかである。
セラミック製インサートの破損率は0.024％であり、
大腿骨ボールヘッドと同様に、破損率はほとんどイ
ンプラントの取り扱いと設置位置次第である。しかも
万が一、セラミック製大腿骨ボールヘッドが破損した
場合には、BIOLOX®deltaからBIOLOX®OPTION
再置換ボールヘッドに交換することができる。
　ノイズ現象の発生率は、０.３～３０％である。 
発生率に幅があるのは、ノイズの定義と使用さ
れたインプラントの種類がまちまちであること
による。このような問題は、寛骨臼カップのmal-
positionおよびmicroseparation（微小解離）
またはインピンジメントのために流体膜がはが
され、それによって摩擦を誘発するような振動
現象が起こることで生じる。しかし、ボールヘッ
ドとステムネック、あるいはインサートとメタル
シェルの嵌合が不完全な場合やステムのデザイ
ンにも一因がある。ノイズ現象は、あらゆるハー 
ド・オン・ハードベアリングで発生する可能性があ
る。解決のためには術中、大腿骨と寛骨臼のコンポー
ネントの設置位置の決定や、ボールヘッドやインサー
トを取り扱う際、材質に対する正しい認識が必要で
ある。

　John Skinner氏（イギリス）は、まず、MoMベアリ
ングカップルが米国の股関節全置換術の３５％で使
用されている点を指摘した。MoMを用いて施術され
た患者のほとんどが若い患者であった。同氏は、金
属イオンの生物学的活動、および頻繁に報告されて
いる金属イオンの局所的影響と全身的影響について
の批評的なプレゼンテーションを行った。大腿骨の
温存は、病初には、とりわけ表面置換術では可能で
あり、経験のある外科医であれば、かなり長期間の
耐用率を達成している。しかし、MoMベアリングカッ
プルは、malpositionの影響を非常に受けやすく、金
属イオンレベルの上昇や関連症状を引き起こす。そ
の場合、再置換時に相当な骨量の減少を伴うことに
なる。したがって、米国の患者はイオンレベルを測定
するための検査やMRIなどの健康診断を5年ごとに
受けなければならない。インプラントの不具合は、た
とえ最適な位置にあり、摩耗がほとんどなくても発
生するので、問題は複雑である。女性はこの問題の
影響を、往々にしてリンパ球介在型の免疫反応と共
に受けやすい。
　Skinner氏によれば、MoM表面置換術は、特定
の患者に経験を積んだ外科医が行う場合にはおそ

らく適しているが、一般的な症例では３６mm径の
CoCあるいはCoPベアリングカップルが望ましい。
同氏は、MoMベアリングカップルに関する一連のデー
タを考慮すると、不幸な患者を作り出す危険を冒す
価値が本当にあるのだろうかと考えている

　Johan Kärrholm氏（スウェーデン）は、PE寛骨臼
カップの長期的な結果を分析した。摩耗の発生は複
合的な要因の結果であり、生体内のトライボロジー
的要因、すなわち患者、材料および使用に関する要
因によって決まる。また、体内のPE粒子の影響は、個
人の免疫過程によって異なる。従って、予後診断は単
純にはいかない。２０１個のUHMWPE寛骨臼カップ
に対する同氏自身のRSA研究によると、男性で、かつ
活動度が高く、若年で、エチレンオキシド滅菌を行っ
ている場合に、摩耗量が多かった。しかし、RSAを用
いてでさえ、XPE評価には問題がある。なぜなら、限
られた線摩耗を考えれば、放射線の分解能は不十
分だからである。さらに、粒子はプラズマレベルでも
他の画像法を用いても検知することはできない。一
方、再置換率は非常に低く、研究用に十分な数のイ
ンプラントを回収および提供できていない。

セラミック破損後の再置換戦略

　Luigi Zagra氏（イタリア）は、特にセラミック製コ
ンポーネントの破損に重点を置いて、インプラント不
良の裏側にあるメカニズムを説明した。これに関し
て、同氏は、インプラントの位置決めの問題に取り組
んだ。セラミックは、好ましくないノイズ現象、および
インサート端部の欠けや大腿骨ボールヘッドの破損
までの影響を伴うedge loadingや亜脱臼の増加に
反応する。セラミックが破損した場合の再置換戦略
には、粒子の大胆な創面切除、滑膜切除、ジェット洗
浄および適切なインプラントの移植などがある。セラ
ミック製大腿骨ボールヘッドは、モジュール式テーパー
アダプタ（BIOLOX®OPTION）付きのセラミック製
再置換ボールヘッドに置き換えることができる。その
場合、大腿骨テーパーがひどく破損していてはなら
ない。モジュール式寛骨臼カップが元の位置にあり、
緩んでいない場合には、新しいPEライナーを使用す
ることができる。残存セラミック粒子に起因するメタ
ローシスのリスクがあるため、いかなる場合でも金
属製の大腿骨ボールヘッドを使用してはならない。

「金属製の大径ヘッドは、もはや使用するべ
きではない。」

-	John	Skinner医学博士

EFORT（続き）

セ ラ ミ ッ ク 製 再 置
換 用 ボ ー ル ヘ ッ ド
BIOLOX®OPTION（セラ
ムテック社）
出典：Knahr K氏、
　　 Pospischill M氏
再置換股関節形成術におけ
るヘッドおよびインレーの
交換戦略
Chang JD氏、
Billau K氏（編集）、
人工関節置換術における
バイオセラミックおよび代
替ベアリング、Steinkopff-
Verlag　2007:275－280
より。
Springer-Verlag社の許可
を得て掲載。
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その他の論文
MoM股関節表面置換術（MoM	HR）

　今年のEFORT会議では、股関節表面置換術が
大いに注目された。臨床診療と基礎研究でわかった
結果について活発な議論が展開された。

　Andrew G. Cobb氏（イギリス）とThomas Poulsen
氏（デンマーク）は、MoM HRにおける基本原則と最
新の科学的発見について報告した。可動性、活動
性および寿命の質における臨床転帰は良好であっ
た。HRの適応症の特定についての進歩と移植技術
の向上によって、近年、再置換率は１３％から２％へ
と減少した。発表者たちは、最近発表された画期的
な２つの文献１について言及した。好ましくない予
測因子には、臼蓋形成不全に由来する変形性股関
節症、大腿骨頭壊死、小さい臼蓋、性別（女性）、年齢 

（男性：65歳以上、女性：55歳以上）などがあった。
既知の横這いのラーニングカーブ、大腿骨頚部骨折
の発生率の上昇、malpositionの場合にみられる金
属摩耗の増加を考慮すると、MoM HRはこの治療に
精通している外科医のみが行うべきである。ARMD
の裏側にあるメカニズムが明らかにされるまで、これ
らのインプラントについては厳重な検査が行われる
だろう。また、さまざまな製造業者から供給されるイ
ンプラント間に有意な差異があることから、レジスト
リデータを詳細に追跡すべきである。

　インプラントの向きと線摩耗に対する潜在的影響
を調査するMoM	HR研究は、今のところ、ほとんど
行われていない。

　Azad Hussain氏（イギリス）は、70個の（再置換術
時に）摘出されたMoM HRインプラントについて、寛
骨臼の設置位置（設置角あるいは前捻角）に関して
線摩耗を分析した。edge loadingを示した寛骨臼
カップは、金属摩耗が２０倍激しく、カップの設置角（
５４°対４５°）と前捻角（２２°対１５°）が有意に大き
かった。
　コンポーネントの正しい設置は、ベアリング表面の
最適な接触と最適な潤滑状態を保証し、摩耗を減ら
すための重大な決定要因である。

　Darren Ebreo	氏（イギリス）は、同一の外科医
が執刀し、平均追跡期間が３.２（2.4～５）年の一 
連のMoM HR、22件について報告した。患者（男
性：12名、女性：10名）の平均年齢は56（44～69）
歳であった。カップ設置角が50°より大きい11名の
患者のグループでは（クロム：146nmol/L、コバル
ト：245nmol/L）、血清中のクロムとコバルトのイオ
ンレベルが、カップ設置角が50°より小さい11名の
患者のグループと比べて（クロム：92nmol/L、コバ
ルト：110nmol/L）、有意に高いエビデンスがあっ
た。
　確実に適切な設置角にするよう注意を払われなけ
ればならないのは、まさに体内の金属レベルが高い
と有毒作用が働き、その影響がいまだ明確ではない
免疫学的反応を誘発する可能性があるからである。

　Arne Borgwardt	氏（デンマーク）は、無作為化さ
れた６０名の患者グループについて、研究を行った。
これらの患者には、セメントレスCoC THA（アルミ
ナセラミック）の施行、セメントレスMoMベアリング 
カップル（大径）の使用、あるいはMoM HRを施行 
し、術後、最長３年間、アレルギー反応の調査が行わ
れた。患者には、体内の金属イオンと免疫応答サイト
カインを検出するために、詳細な血清レベル検査が
行われた。大径MoMインプラントを使用した患者に
は、有意に高い金属イオンレベルが計測された。そ
の内の１名は、３年後に原因不明の金属に対する過
敏性反応と比較的高い血清金属イオンレベルを示
した。

　Gill Harinderjit氏（イギリス）は、MoM HRに関す
る多くの負の予測因子について説明した。高い摩耗
率、および体内に潜在的に有害な金属露出を引き起
こす主要な要因を特定するため、２０６名の患者（男
性：１２４名、女性：８２名）に対して、多変量解析、お

1	Corten Kら股関節表面置換
型術：現在の状況と将来の展
望。Eur Cell Mater. 2011;15

（21）:243–58	
Carrothers AD らバーミンガ
ム股関節表面置換術：障害の
発生率。　　　　　　　　　 
J Bone Joint Surg ［Br］　 
2010;92-B:1344–50.

「インプラントを正しい向きに設置することは、摩耗を	
ベアリング表面内にとどめる一助となり、最適な潤滑状態	
と摩耗の少ない状態を保つ。」

-	Azad	Hussain医学博士

「セラミックは最も問題の少ない関節である。」

-	Kyung-Hoi	Koo博士

大腿骨頭壊死に対するCoC	THAにおける
１０年間の結果

　Kyung-Hoi Koo氏（韓国）は、大腿骨頭壊死は、
アジアにおける人工股関節置換術の最も一般的な
対象疾患であると指摘した。この疾患にかかるのは
主として若い患者であるので、インプラントの耐用年
数に特に注意を払わなければならない。同氏は、自
身の研究の最初の結果を報告した。本研究で、同氏
は124個のBIOLOX®delta CoCベアリングカップル

（210件の３２mm THAと９９件の３６mm THA）

について、追跡調査を行った。１６ヶ月間の追跡期間
中、破損は見られず、squeakingの症例もなかった。
３件の脱臼と２件のクリック音が報告された。
　同氏の個人的な経験では、完璧なベアリングカッ
プルは存在しないものの、CoC関節は最も問題の少
ないベアリングであった。
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よび、３年間の追跡調査が行われた。インプラント位
置の放射線学的評価には、EBRA法が用いられた。
ヘッド／ネック比が小さくなるような、極端に小さな
サイズのボールヘッドを使用したり、寛骨臼カップの
設置角が４０°±１０°の推奨範囲の外であったりする
と、金属摩耗に非常に大きな影響を及ぼすことが、
研究によって結論づけられた。寛骨臼骨を温存する
ために、小さいコンポーネントを選択する傾向があ
るが、このことがヘッド／ネック比を小さくし、その結
果、可動域の大幅な制限、インピンジメント、edge 
loadingおよび摩耗の増加につながる。Harinderjit
氏によれば、コバルトイオンはクロムイオンより有毒
作用が強い。	

　Harinderjit氏は、他の研究からの結果を引用
し、MoM HR時に大腿骨頚部径の１０％以上の狭 
小化と、より小さいコンポーネントを選択する傾向
の間には、正の相関関係があり、従って、女性と金属
摩耗の増加にも正の相関関係があることを示した。
　主として一次性変形性関節症のためにMoM HR
を受けた平均年齢５４.１（１３～７３）歳の患者２
１４名が、平均４.３（２～１０）年後に追跡調査され
た。６個の異なる種類のMoM HRインプラントが使
用された。コバルトおよびクロムに関して摩耗率が
高い患者は、有意に高い頻度で、大腿頚部が１０％
以上細くなっていた。概して、大腿頚部の狭窄は全
症例の７５％で発生していたが、１０％を超える狭窄
の発生は症例の６％であった。これには、複数の理
由があり、その中には、インピンジメント、骨溶解、血
流障害のほか、インプラント周囲の環境における組
織圧の変化などがあった。
　従って、大腿頚部に骨粗鬆症化の徴候が追跡調
査で見つかった場合には、金属摩耗量増加を示す
指標として解釈することができ、そのような症例につ
いては厳密な観察が必要である。

大径MoMベアリングカップル

　Megan Hadley	氏（イギリス）は、金属摩耗量のイ
ンビトロ測定のための新しい股関節シミュレータプ
ロトコルについて報告した。実験室の試験は最適条
件下で行われるため、インビトロ摩耗測定は生体内
で再現できないことが多い。
　股関節シミュレータ試験機を使用し、カップ設置
角と動作パターンを変えた３６mm径MoMベアリ
ングカップル４グループが、標準的条件下の２８mm
径MoMベアリングカップルと対比して分析された。
その結果、外転角度を増加した場合も様々な歩行
パターンを使用した場合も、３６mm径のMoMベア
リングカップルの重量測定による摩耗体積の方が、
２８mm径のMoMカップルよりも有意に小さくなっ
た。従って、厳しい条件下であっても、ヘッド径を大き
くすると、摩耗量がかなり低減される可能性がある。

　何らかの症状のあるMoM大径インプラントを再
置換することにより、金属イオンレベル（クロムおよ
びコバルト）は低下するのか、あるいは、組織内に残
る金属片の量は長期間、変わらないのかについて
は、いまだ十分な説明がされていない。

　Darren Ebreo	氏（イギリス）は、この点について、
新しい調査結果を発表した。同氏はまず、低い摩耗
率、解剖学的再建、脱臼防止、高い可動性など、大
径金属ボールヘッドの長所が、過敏性反応、組織毒
性、骨溶解、無菌性のゆるみおよび発癌性の原因と
されてきた金属粉の多くの短所と対照的であること
から説明した。
　平均サバイバル期間４.８（１.４～７）年後に推定
メタローシスが原因で行われた大径MoMインプラ
ント（３８mm THA、HR）の再置換４４例について、
組織学的分析が行われた。４２の症例で、金属アレル
ギー、金属毒性、あるいは異物反応が特定された。再
置換後１年以内に、血清金属イオンレベルが正常範
囲内に戻っていることが観察された。
　何らかの症状のある大径MoMインプラントの再
置換後に、血清金属イオンレベルが低下したことが
初めて示された。

EFORT（続き）
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1,121名の患者に対するMoM	THAの
10年間の結果

　Fabian von Knoch	氏（スイス）は、１，２７０件の
MoM THA（２８mm、高炭素）における放射線学的
および臨床的な結果について報告した。
　1994年から2004年の間に、1,121名の患者

（男性：57％、女性：43％）が主として一次性変形
性関節症（80％）の治療のために、１つの医療機
関で手術を受けた。平均追跡期間6.8年後に、サバ
イバル・レートを算出した（カプラン・マイヤー法使用）。 
推定サバイバル・レートは、１０年後の寛骨臼カップ
が９１％で、大腿骨ステムが９６％であった。再置
換の理由は、無菌性のゆるみ（６３症例：５％）、感
染症（８症例）、人工関節周囲骨折（８症例）、脱臼 

（８症例）、原因不明の痛み（７症例）、寛骨臼カップ
破損（４症例）などであった。年齢や性別、手術およ
び手術手技といった要素はインプラントの寿命に対
して有意な関連を認めなかった。
　Von Knoch	氏は、第二世代のMoMベアリングカッ
プルは、他のベアリングカップルに比べて大きな利
点がなく、潜在的に有害な金属イオンレベルを引き
起こす可能性があるので、条件付きでのみ推奨する
ことができると結論づけた。

ARMD症例のMoMベアリングカップルに対
する超音波診断

　さまざまな画像診断法が、MoM使用後の不明確
な症状に対する訴えを調査するために用いられて
いる。ARMD症例の診断に用いる超音波の有効性
が、近年の研究の中で初めて実証された。

　Kiran Singisetti	氏（イギリス）は、まず、ARMDに
関する問題から説明した。複雑な発症のメカニズム
の解明にはさらなる研究が必要であるが、診断評価
もまた困難である。MoMベアリングカップル使用後
にARMDが臨床的かつ組織学的に確認された３５
名の患者についての研究において、超音波診断が評
価された。関節外液の貯留が３３名（９４.３％）の患
者で見られた。この現象は、ほとんどの場合、腸腰筋
と大転子の滑液包炎とともに見られた。関節外エコ
ー反応が３１名（８８.６％）の患者で見られた。これ
については、数ヶ月間の間、５名の患者について変化
の経過が観察され、１名の患者においては関節滲出
液が低輝度から高輝度に変化した。
　 超 音 波は、精 通しているユーザーにとって
は、ARMDを発見するのに信頼性があり、非侵襲的
で費用効率が高い方法である。	
　Singisetti 氏は、診断用超音波は、同氏のクリニッ
クでは、MoM移植後の不明確な症状について訴え
る患者に対するスクリーニング法として、日常的に
使用していると述べた。

股関節MoM、MoPおよびCoCベアリングカッ
プルについての８.５年間の結果

　Ingrid Milosev	氏（スロベニア）氏は、２０００
年１月から２００２年１２月の間に行われた４８７
件のTHAにおいて４７４名の患者に使用された
MoM（ローカーボン；低炭素含有度）、MoPおよび
CoC（BIOLOX®forte）ベアリングカップルの結果に
ついて報告した。全ての症例で同じモジュラー寛骨
臼カップと大腿骨ステムが使用された。平均追跡期
間８.５（６.９～９.９）年後の全体の再置換率は３.７
％であった。再置換率は、MoM群では８.７％、CoC
群では４.１％、MoP群では１.５％であった。MoM群
では、無菌性のゆるみが原因の再置換率が一番高
かった。
　CoC群では、患者は主に、カップにライナーが挿
入される際の不適切な取り扱いが原因で、二次性の
インサート破損を経験していた。
　結論として、高齢であまり活動的でない患者には
MoPベアリングカップルが推奨され、若く活動的な
患者には、CoCカップルが推奨される。
　本研究で用いられたCoC THAは、サンドイッチ設
計のものであったことに聴衆が言及した。

免疫学的反応：MoMベアリングカップルと
CoPベアリングカップルの比較

　金属摩耗に対する過敏性反応は、MoMベアリン
グカップルに関する骨溶解の原因として報告されて
いる。ローカーボンMoMベアリングカップルについ
て、この症状の相関関係を示すためのエビデンスに
基づくデータは、いまだ不十分である。	

　この点について、	Thomas Repantis	氏（ギリシャ）
は、回収したインプラントの研究による新しい調査結
果を示した。同氏は、２０個のMoMベアリングカップ
ル（ローカーボン）と１３個のCoPベアリングカップ
ルのインプラントを回収し、人工関節周囲組織の過
敏性免疫反応について分析した。再置換の原因はす
べて無菌性のゆるみであった。初回置換術に採取し
た対照サンプルと再置換術時に採取した組織標本
に対して、組織学的分析と免疫組織科学的分析を行
った。
　１３個のCoPベアリングカップルには特別な反応
が見られなかった。
　２０個のMoMベアリングカップル（ローカーボン）
には、CoPベアリングカップルにも対照参照標本に
も見られなかった広範囲の壊死部位とフィブリン滲
出液が見られた。びまん性の血管周囲リンパ球浸潤
が、CoPベアリングカップルの症例よりも有意により
顕著であった。T細胞がB細胞より多く検知された。
　上に述べたように、MoMベアリングカップル（ロー
カーボン）の患者の金属摩耗に対する過敏性反応
と、骨溶解およびその結果として起こるインプラント
のゆるみとの間には実証できる相関関係がある。
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セラミックの臨床結果
CoC	THA	の15年間の結果	

　James Buchanan氏（イギリス）は、コンポーネント
にHAコーティングを施した626例のCoC THA 

（28mm、467例のBIOLOX®forteと169例
のBIOLOX®delta）について、１５年以上にわた
り、BIOLOX®forteインプラントのフォローアッ
プを行い、結果を報告した。患者は、年に１度、臨
床的および放射医学的フォローアップを受けた。
無菌性のゆるみは３例（ステム２例とカップ１例）
に認められただけであった。脱臼は、設置不良が
原因で６例のTHAに起こった。セラミックの破損
は、BIOLOX®forteの大腿部ボールヘッド３例とイ
ンサート２例に起こったが、BIOLOX®deltaのイン
プラントには起こらなかった。骨融解および摩耗粉
関連の疾病は何も認められなかった。最終のフォロー
アップ時点で、９１％の患者が９０ポイント以上の
HHSを示した。スコアが低い場合は、主に他の医学
的問題に起因していた。
　セラミック製インプラントには、MoMベアリング
表面に起こるような金属関連の問題がなく、耐摩耗
性の優れたハードオンハード・ベアリングカップルに
なると期待されていたが、この期待に間違いのない
ことが今回の研究で確認された。また、第４世代セラ
ミック（BIOLOX®delta）の登場により、破損の危険
性も大幅に減少した。

60歳未満CoC	THA患者の8.5年間の結果

　Jérôme Essig	氏（フランス）は、２６５例の連続的に
行われたセメントレスCoC THA（BIOLOX®forte）
について、平均８．５年（５～１１年）のフォローアップ
を行う遡及的研究を行った。患者の平均年齢は５８
歳（２２～７８歳）で、９９％の症例で２８mmの大腿
ボールヘッドを使用した。連続した臨床的および放
射医学的フォローアップを、２２４例の患者（２３２
例の股関節）に行うことができた。
　すべての再置換術をエンドポイントとするサバイ
バル・レートは、術後１０年時96.6％であった。感
染症は４例、人工股関節周囲骨折は４例、脱臼は１
例、認められた。無菌性のゆるみやセラミックの破損
は認められなかった。また、摩耗、骨融解、その他の
摩耗粉関連の疾病も認められなかった。平均HHS
は、97.3ポイントであった。ノイズ現象（squeak-
ing）は１６例（６％）に起こったが、設置位置不良は
なかった。１０例は、その後、ノイズが消失した。
　Essig	 氏は、今回の耐摩耗性CoCベアリングカッ
プルは若い患者群に有効であることがわかったと結
論づけた。	

「セラミック・オン・セラミックは、年齢、性別に関係なく、ど
んな患者にとっても信頼できるベアリング表面である。」	

-	James	Buchanan医学博士

「この一連の置換術により、活動的な若年
患者に施したアルミナベアリング使用の解
剖学的セメントレスHA関節形成術が、摩
耗や骨融解のリスクを防ぎ、耐経年劣化性
を改善させることがわかった。」	

-	Jérôme	Essig医学博士

EFORT（続き）

CoP、MoPおよびMoM	THAにおける７年間
の結果

　Kristian Bjorgul 氏（ノルウェー）は、CoP、MoP
あるいはMoM（ハイカーボン：高炭素含有度）ベア
リングカップルと28mm径ボールヘッドを用いた
396件のセメントTHAを無作為化した。CoPベアリ
ングカップルには、アルミナセラミック製大腿骨ボー 
ルヘッドを用いた。MoP THAとCoP THAには、シェ 
ルなしのポリエチレンカップを用いた。
　７年後までに、10件の再置換が行われた。その内、
６例がMoM群（感染症：３、無菌性のゆるみ：２、感

染性のゆるみ：１症例）、３例がMoP群（感染症、脱
臼、痛み）、１例がCoP群（感染症）で発生した。335
症例の股関節について、放射線学的結果が示され
た。寛骨臼周辺の１mm以上のradiolucent line 

（放射線透過のライン）が、110個のMoM股関節
のうちの１９個で、および１１２個のCoP股関節のう
ちの５個で検知されたが、MoP群では全く検知され
なかった。MoM群のみ、２名の患者について、寛骨臼
カップのゆるみのため、再置換手術が必要となった。	
　Bjorgul氏は、MoM群については、無菌性のゆる
みの兆候について念入りに観察すべきであると結論
づけた。
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CoC	THAの３年間の結果

　Raghu Raman	 氏（イギリス）は319例の連続的
に行われたCoC THA（BIOLOX®delta、36mmヘッ
ド：92％、40mmヘッド：８％）について、32ヶ月以上
にわたる臨床的、機能的、および、放射医学的フォロ
ーアップ結果を報告した。ステムとカップはHAコー 
ティングされていた。302名の患者の平均年齢は
64.9歳（11～82歳）であった。すべての関節形成術
は、１カ所の施設で３人の外科医によって行われた。
　脱臼および寛骨臼カップの移動はまったく認めら
れなかった。また、セラミック破損もノイズもなかっ
た。ＣＴ検査による摩耗の確認はなかった。臨床的お
よび機能的スコアは非常に良好な範囲に収まってい
た。股関節の可動域に関しては、有意な改善が見ら
れた。カップの傾きの平均は47.4°（37～65°）であっ
た。
　無菌性のゆるみをエンドポイントとするサバイバ
ル・レートは100％であった。

BIOLOX®OPTIONセラミック製再置換用大
腿骨ボールヘッドシステムの３年間の結果

　Jean-Yves Lazennec	氏（フランス）は、平均年齢
59.2歳の３９名の患者に行った股関節再置換術42
例について、臨床結果を報告した。ステムは抜去せ
ず、BIOLOX®OPTIONセラミック製再置換用大腿
骨ボールヘッドを使用した。２６例は３２mmの大腿
骨ボールヘッドを使用し、１６例は３６mmの大腿骨
ボールヘッドを使用した。
　３年以上のフォローアップの結果、セラミック破損
もノイズ現象も認められなかった。血清中のチタン
イオンレベルを測定したが、その結果は検出閾値を
下回るもので、チタンシェルの摩耗の可能性はまっ
たくなかった。２例では、オフセットの短縮により脱
臼が起こった。Lazennec	氏は、ステムの位置が適切
でないと、大腿骨ボールヘッドを再置換しても再び
脱臼が起こる可能性があると指摘した。
　全体としては、セラミックヘッドの使用が望ましい
場合、かつ、ステムの固定性に問題がない場合は、本
システムによる再置換が推奨される。	

THAの最適な「セーフゾーン」とはどのような
ものであるべきか？

　ベアリングカップルは、コンポーネントの
malpositon（設置位置不良）により、何らかの反
応を起こす。不均衡な負荷がかかり、その結果、摩
耗粉の発生が増えるなど、望ましくない反応が起
こる。ベアリングカップルとmalpositonとの関係
は、さらに多様な方法で調べなければならない。「セ
ーフゾーン」とは、各患者に合わせなければならな
いものである。単なる寛骨臼カップの位置決めだけ
でなく、THAコンポーネント同士の向き全体（「相
対設置角」）を考慮しなければならない。外科医は、
大多数の合意に基づいて自己監視を行うことによ
り、THAの結果の質を向上させることができる。

　Charles Bragdon	氏（アメリカ）は、アメリカ、メキ
シコ、ヨーロッパの１２のセンターで行われた482
名の患者の研究結果を報告した。寛骨臼カップの設
置に関する規定セーフゾーンは、前捻角が５～25°、 
設置角が30～45°であった。これに対し、全症例の
平均測定前捻角は１６±９°、平均測定設置角は43±
７°で、前捻角は全体の71％、設置角は全体の55％
がセーフゾーンの範囲内であった。平均すると、全イ
ンプラントの41％が両方の基準を満たし、最も成績
の良いクリニックでは57％の適合性、最も成績の悪
いクリニックでは、わずか17％の適合性であった。寛
骨臼カップのアライメントについては、多くの症例を
もつセンターであっても、明らかに、大きなばらつき
があった。

　Thomas Geraint	氏（イギリス）は、寛骨臼カップの
アライメントに対する影響とその結果について説明
した。脱臼防止、良好な機能結果、および、再置換の
抑制を考慮した寛骨臼カップの「セーフゾーン」概念
が、本研究のスタートポイントであった。７カ所のセ
ンターで681例のTHAについてフォローアップが平
均７年間である前向き調査が行われ、評価された。
２２の症例で脱臼が認められ、８例で再置換術が必
要になった。経験を積んだ外科医は、「セーフゾーン」
に寛骨臼カップを配置できる場合が多かった。BMI、
患者の性別、および、外科的アプローチによって結
果が左右されることはなかった。EBRAソフトウエア
を用いた評価では、設置角と前捻角には広いばらつ
きを認めたが、寛骨臼カップのアライメントと、脱臼
や機能的スコア、または再置換術との関係は特定さ
れなかった。従って、寛骨臼カップのアライメント自
体は、手術成績の予測変数にならなかった。「相対
設置角」の原則、つまり、ステムとカップ同士の角度
を含めるように、「セーフゾーン」の概念を拡大しなけ
ればならない。

　Henrik Malchau	氏（アメリカ）は、正しい外科技
術の重要性を指摘した。とりわけ、ハードオンハー
ド・ベアリングカップルの移植はきわめて正確に行う
必要があり、また、再現性がなければならない。	
　Malchau	氏は、2004～2008年の間に７名の外
科医が実施した2,061例の股関節形成術（THAと
HR）について研究した。Martell Hip Suite法を使
用した術後のX線写真により寛骨臼カップの位置

「本研究は優れた臨床的および機能的結
果を示し、完全にコーティングされたセラ
ミック製ベアリングカップルの人工股関節
の利用を推し進めるものである。」

-	Raghu	Raman医学博士
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view of Ceramic/Ceramic bearings in Hydroxyapatite Coated Hip 
Implants. A Clinical and Radiological Evaluation with up to nineteen 
year follow up. Abstract 770, EFORT 2011）
Ebreo Dら　大径メタルオンメタルの股関節全置換術または表面置換型股
関節形成術により生じたメタローシスに対する再置換術後のメタルイオンレベ
ル、アブストラクト５５０、EFORT２０１１（Metal Ion Levels After Revision 
Surgery for Metallosis Arising from Large Diameter Metal-on-Metal 
Total Hip Arthroplasty or Resurfacing Arthroplasty. Abstract 550, 
EFORT 2011）
Essig Jら　アルミナオンアルミナ・ベアリングのABG II人工関節－平均８．
５年間の連続的フォローアップ、アブストラクト２９７６、EFORT２０１１（The 
ABG II prosthesis with Alumina on Alumina bearing – a continuous 
Series at mean 8.5 years follow up. Abstract 2976, EFORT 2011）
Essner Aら　設計と材料がTKR摩耗に及ぼす影響、アブストラクト2764、
EFORT2011（Design and Material Effects on TKR Wear. Abstract 
2764, EFORT 2011）
Grammatopoulos G、Harinderjit Gら　股関節表面置換術の摩耗増加
に関する要因－多変量解析、アブストラクト１４９５、EFORT２０１１（Factors 
associated with increased wear of hip resurfacing – A multivariate 
analysis. Abstract 1495, EFORT 2011）
Grammatopoulos G、Harinderjit Gら　表面置換型股関節の大腿骨頚
部狭小化と摩耗増加の関連性、アブストラクト１４９０、EFORT２０１１（Neck 
narrowing of resurfaced hips is associated with increased wear. 
Abstract 1490, EFORT 2011）
Hadley Mら　厳しい体外試験状況下におけるメタルオンメタル股関節全置
換術の摩耗、アブストラクト２３２７、EFORT２０１１（Wear of metal-on-
metal total hip replacements under severe in-vitro test conditions. 
Abstract 2327, EFORT 2011）
Hussain Aら　取り出したMoM表面置換型寛骨臼カップのX線写真による
線状摩耗の検証、アブストラクト３３０５、EFORT２０１１（Radiographic & 
linear wear examination of retrieved MoM resurfacing acetabular 
cups. Abstract 3305, EFORT 2011）
Khan A、Ebreo Dら　メタルオンメタル股関節置換術における寛骨臼コン
ポーネントの設置角とメタルイオンレベルの相互関係、アブストラクト690、 

EFORT２０１１（Correlation between inclination of the acetabular 
component and metal ion levels in metal on metal hip replacement. 
Abstract 690, EFORT 2011）
Lazennec JYら　カップ再置換に対するセラミック戦術：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年以上のフォローアップ、アブスト
ラクト１２７８、EFORT２０１１（Ceramic strategy for cup revisions: mi-
nimum 3 years follow-up with alumina matrix composite ball heads 
and sleeves. Abstract 1278, EFORT 2011）
Milosev Iら　股関節全置換術の３種類のベアリングのサバイバル比較、アブ
ストラクト９６７、EFORT２０１１（Comparison of survivorship of three 
types of bearings of total hip arthroplasty. Abstract 967, EFORT 
2011）
Raman Rら　第４世代大径セラミック製ベアリングカップルを使用したTHA
の機能的・臨床的結果、アブストラクト３１２６、EFORT２０１１（Functional 
and clinical outcome of THA using 4th generation large diameter 
ceramic bearing couples. Abstract 3126, EFORT 2011）
Repantis Tら　股関節全置換術におけるローカーボンメタルオンメタル・ベ
アリング関連の免疫学的拒絶反応、アブストラクト2763、EFORT2011（Im-
munologic Adverse Reaction Associated With Low-carbide Metal-
on-Metal Bearings in Total Hip Arthroplasty. Abstract 2763, EFORT 
2011）
Schröder Cら　様々な種類の第三媒体粒子が最小侵襲的膝関節置換術後
の単顆人工膝の摩耗率に及ぼす影響、アブストラクト１０１１、EFORT２０１１

（Influence of different kinds of third-body particles on the wear 
rate of unicompartmental knee prostheses after minimally invasive 
knee arthoplasty. Abstract 1011, EFORT 2011）
Singisetti Kら　メタルオンメタル股関節置換術後の金属摩耗粉に対する
拒絶反応の診断に使用される超音波の信頼性の高さ、アブストラクト126、 
EFORT２０１１（Ultrasound is reliable in diagnosis of adverse reac-
tions to metallic debris following metal on metal hip replacement. 
Abstract 126, EFORT 2011）
Von Knoch Fら　第２世代メタルオンメタル初回股関節全置換術のサバイバ
ルレート、アブストラクト５０１、EFORT２０１１（Survivorship of Second-
Generation Metal-On-Metal Primary Total Hip Arthroplasty. Ab-
stract 501, EFORT 2011）
Zietz Cら　メタルオンポリエチレン・セラミックオンポリエチレンを使用した人
工膝関節置換術における、third body wearに関するインビトロ研究、アブス
トラクト４９０、EFORT２０１１（In-vitro Study of Three Body Wear at 
Tibial Polyethylene Inserts Articulating with Metallic and Ceramic 
Femoral Components for Total Knee Replacement. Abstract 490, 
EFORT 2011）

さらに詳しい参考文献 
THAにおけるコンポーネントのポジショニング：
Dorr LDら　股関節全置換術における前捻角の相対的調整（Combined 
Anteversion Technique for Total Hip Arthroplasty）、Clin Orthop Re-
lat Res 2009; 467: 119–127
Widmer KHら　THAにおいて最適な可動域が得らために必要なコンポーネ
ントのポジショニング（Compliant positioning of total hip components 
for optimal range of motion）、J Orthop Res 2004; 22（4）: 815–821
Yoshimine F.　全股関節置換において、必要不可欠な可動域を確保するた
めのカップとネックの前捻角のセーフゾーン、およびそれらの最適な組み合わせ

（The safe zones for combined cup and neck anteversions that 
fulfil the essential range of motion and their optimum combination 
in total hip replacements）、J Biomech 2006; 39: 1315–1323

「なにごとも正確に。」	

	-	Henrik	Malchau博士

EFORT（続き）

を確認し、これにより、「セーフゾーン」として、設置角
30～45°、前捻角５～25°を確認した。そして評価結
果を外科医に提示した。2009～2010年の間に、同
じ外科医が新たに385例の股関節形成術を行い、
その結果も分析された。最初の評価では、全寛骨臼
カップの49％がどちらの基準についてもセーフゾー
ン内であった。２番目の評価では、設置角に有意な

改善が見られたが、前捻角には悪化が認められた。
全体として、両方の水平面において望ましい向きで
あったカップ数は７％の増加であった。
　Malchau	氏は、外科医の手術結果を評価し、彼ら
に自らの外科技術の質を意識させることが、股関節
置換術の長期結果を改善するのに適した方法であ
ると強調した。
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人工膝関節置換術分野のニュース
　インプラントの設計と材料によって、摩耗の発生
率が変わり、それによって膝置換術の耐久性が変
わる。シミュレーター装置の研究に基づき、 Aaron 
Essner（アメリカ）は、固定式ベアリングが可動式ベ
アリングより、摩耗が少ないこと、および、XPEイン
プラントの種類により、大きな差が生じることを示
した。どちらも、膝インプラントの開発時に考慮しな
ければならない要素である。 
　Essner	氏は、摩耗研究では共通化された試験プ
ロトコルが必要であること、および、臨床での使用の
検証、理想的にはレジストリ・データを使っての検証
が必要であることを強調した。

Third	body	wear（介在物による摩耗）

　インビトロ研究により、セメント片が単顆型人工
膝関節置換術の摩耗を大幅に増やす可能性が初め
て示された。

　ほとんどの膝インプラントは、骨セメントで固定さ
れる。残留骨片またはセメント片によるthird body 
wearは問題である。これは、手術中に全体像の把握
が制限される最小侵襲技術において、特に問題とな
る。
　Christian Schröder	氏（ドイツ）は、この問題につ
いて、人工膝単顆置換術の例に基づくシミュレータ
研究において調査した。
　骨片を増加しても、PE摩耗に大きな変化は起きな
かったが、セメント片が増加すると、摩耗粉が５倍以
上増えた。	 Schröder	 氏は、人工関節の早期ゆるみ
をもたらす恐れのある摩耗粉の増加を防ぐため、術
中にすべてのセメント片を排除することがきわめて
重要であると強調した。	

　Third	body	wearに関する別のインビトロ研究
では、PEインサートとBIOLOX®delta*のセラミッ
ク製大腿骨コンポーネントを組み合わせた場合の
摩耗率が、PEインサートと金属製大腿骨コンポー
ネント（CoCrMo）を組み合わせた場合より、有意
に低いことがわかった。

　Carmen Zietz氏（ドイツ）は、インビトロ試験を
行い、セメント片（30μm）が、PE面上の金属製およ
びセラミック製（BIOLOX®delta）*ベアリングコン
ポーネントに及ぼす影響を調べた。どちらのベアリ
ングコンポーネントも、PE表面に有意な変化を及
ぼした。しかし、金属製大腿骨コンポーネントにお
ける摩耗粉は、付随する表面の傷（スクラッチ）のた
め、セラミック製における摩耗粉より有意に多かった

（6.4±0.9mg対2.6±0.4mg／100万サイクル）。
セラミック製コンポーネント上には表面の傷はまっ
たく見られなかった。	

　従って、セラミックは膝関節置換術に対して極めて
有望な材質である。

　

75歳の女性患者に施したセラミック製大腿骨コンポーネントを使用した	 Multigen	 Plus	
Total	Knee	System*	の移植。内側大腿脛骨・後側膝蓋大腿関節における変形性関節症が
顕著に認められたため、人工膝関節置換術の適応となった。術後２年時におけるX線写真の結
果、インプラントは確実に設置され、まったくゆるみのないことが示された。
出典：	Philipp Bergschmidt医学博士、University Orthopaedic Clinic、Rostock（ドイツ）

Multigen	Plus	Total	
Knee	System*のセラ
ミック製大腿骨コンポー
ネント*

*	Multigen	Plus	Total	Knee	System	(Lima	Corporate社)

「抗アレルギー性に関して、セラミック製大腿骨コンポーネ
ントは、TKRの有望な製品である。」	

-	Carmen	Zietz氏

Source:	Ceram	Tec

BIOLOX®delta大腿骨コンポーネントの２年間の結果*
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　Philipp Bergschmidt氏（ドイツ）は、BIOLOX®
deltaセラミック*を使用した大腿骨表面置換術の放
射医学的および臨床的結果を報告した。この国際的
多施設共同前向き研究では、１０８名の患者が、３
カ国７カ所のクリニックで、１１０例のセメントTKA
を受けた。機能スコアは、ベースラインである術前状
態と比べ、術後２年後に有意に改善した。ゆるみや
移動の兆候はまったく見られなかった。また、インプ
ラント関連の再置換術もなかった。
	

　Bergschmidt	氏は、セラミック製大腿骨コンポー
ネントを使用する場合、外科技術を慎重に見守る必
要があると示唆した。

本報告書は、Martin Ihle 医学博士（ベルリン）と協力して
まとめられた。

	

参考文献：
セラミック製大腿骨コンポーネント（BIOLOX®delta）の材料的および臨床
的結果：
Bader	Rら　Alternative Werkstoffe und Lösungen in der Knieen-
doprothetik für Patienten［金属アレルギーをもつ患者のための膝関節全置
換術の代替材料とソリューション（Alternative materials and solutions in 
total knee arthroplasty for patients with metal allergy）］. Orthopäde 
2008;37（2）:136–142 
Benazzo	 Fら　セラミック製大腿骨コンポーネントを使用する理由と最初の
臨床経験（Reasons using a Ceramic Femoral Component and First 
Clinical Experience）In: Chang JD, Billau K. （eds.）. 関節置換術におけ
るバイオセラミックと代替ベアリング（Bioceramics and Alternative Bea-
rings in Joint Arthroplasty）、Steinkopff-Verlag 2007:145–148 
Bergschmidt	 Pら　アルミナマトリックス複合セラミック製大腿骨コンポー
ネントを使用したMultigen Plus Total Knee Systemの臨床・画像成績に
関する２つの施設で行われた全国的な前向き研究（National Prospective 
Duocenter Study on the Clinical and Radiological Outcome of the 
Multigen Plus Total Knee System with a Alumina Matrix Composite 
Ceramic Femoral Component）In: Cobb JP （ed.）. THAベアリングの最
新動向（Modern Trends in THA Bearings）、Springer-Verlag Berlin, 
Heidelberg 2010: 239–244
Bergschmidt	 Pら　Knieendoprothetik mit keramischen Femur-
komponenten. Nationale prospektive Multicenterstudie zum klini-
schen und radiologischen Outcome. ［セラミック製大腿骨コンポーネン
トによる膝全置換術。全国的多施設共同前向き研究についての臨床・画像結
果（Total knee replacement with ceramic femoral components. A 
national prospective multicenter study of clinical and radiological 
outcomes）］. Orthopäde 2011;40（3）:224–230 
Bergschmidt	 Pら　膝関節全置換術における金属過敏症：セラミック製大
腿骨コンポーネントを使用した再置換術－１例報告。膝、２０１１年２月３日オ
ンラインで利用可能（Metal hypersensitivity in total knee arthroplasty: 
Revision surgery using a ceramic femoral component – A case re-
port. Knee, available online 3 February 2011）
Bergschmidt	 Pら　膝関節全置換術における複合セラミック：臨床応用の
２年間の経験。関節形成術セミナー２０１１（Composite Ceramics in To-
tal Knee Arthroplasty: Two-Year Experience in Clinical Application. 
Seminars in Arthroplasty 2011; 22（4）:264–270）
Mittelmeier	 Wら　セラミック製膝人工関節：現実または未来？（Cera-
mic knee endoprostheses: reality or future?）In Benazzo F., Falez 
F., Dietrich M. （eds）. 関節形成術におけるバイオセラミックと代替ベアリ
ング（Bioceramics and Alternative Bearings in Joint Arthroplasty）
Steinkopff-Verlag Darmstadt, 2006:115–124

誤記訂正のお知らせ

PEライナーに関するBinazzi教授の意見 

　CeraNews2011年１号の巻頭インタビューの中
で、私たちはRoberto Binazzi教授の言葉を次のよ
うに引用し、問題を提示しました。
　「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。」

　Binazzi教授のこの意見は、Orthopaedics 
Today Europe*に掲載されていたものですが、もと
は、George Tsakatos博士の「臼蓋形成不全による
変形性股関節症の若年患者（平均54歳）に関する
術後13～14年後のPE劣化」の報告書に掲載されて

いたものでした。（George Macheras、Stefanos 
Koutsostathis、Stamatios Papadakis、Spyros 
Galanakos、George Tsakotosの各氏。Arc2f寛
骨臼コンポーネント：長期観察において見られた急
激で広範囲にわたるポリエチレンインサート摩耗
の突然の始まり。アブストラクトN° F242-EFORT 
2010）

　私たちの引用は、Binazzi教授の意見を正しく伝え
るものではありませんでした。適切な文脈を加えて、
再掲載させていただきます。「臼蓋形成不全による変
形性股関節症の若年患者については、ポリエチレン
の著しい摩耗を抱えた患者が絶えないが、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。」
*	OTE２０１０年７／８月号、１０ページ

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　
　　　　金属摩耗粉に対する有害反応
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・クロム
CoCrMo	=	Cobalt-Chrome-Molybdenum　
　　　　　コバルト・クロム・モリブデン
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
CoXPE	=	Ceramic-on-XPE　
　　　　 セラミック・オン・クロスリンク（架橋化）ポリエチレン
DDH	=	Developmental	Dysplasia	of	the	Hip　
　　　 臼蓋形成不全による変形性股関節症
HA	=	Hydroxyapatite　ハイドロキシ・アパタイト
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析
MIS	=	Minimally	Invasive	Surgery　最小侵襲手術

MoM	=	Metal-on-Metal　メタル・オン・メタル
MoP	=	Metal-on-Polyethylene　メタル・オン・ポリエチレン
MoXPE	=	Metal-on-XPE　
　　　　　メタル・オン・クロスリンク（架橋化）ポリエチレン
PE	=	Polyethylene　ポリエチレン
THA	=	Total	Hip	Arthroplasty　人工股関節置換術
TKA	=	Total	Knee	Arthroplasty　人工膝関節置換術
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（架橋化）ポリエチレン

EFORT（続き）

「Bioinert（生体内不活性）であるセラ	
ミック製インプラントは、金属過敏症に
対する解決策となる。」	

-	Philipp	Bergschmidt医学博士



21

C
er
aN

ew
s	
1/
20
12

CoP	vs.	MoP	THA　５－１０年間の結果

　Zhanjun Shi氏およびその他（中国）は、アルミナ・セ
ラミック大腿骨ボールヘッド（BIOLOX®forte）と金
属製大腿骨ボールヘッドを、従来のPEライナーと組
み合わせた場合の臨床ならびにX線写真の結果を
発表した。1997年から2002年にかけて、142例の
THA（116名の患者）が施された。患者の平均年齢
は51.1歳。患者はすべて同じ股関節システムで治療
された。５７名の患者（７２例のTHA）が追跡調査さ
れた。平均追跡調査年数は、7.2（５－１０）年であっ
た。CoPグループ、MoPグループの平均摩耗率は、そ
れぞれ0.09mm/y、0.12mm/yであった。最近の追
跡調査では再置換術をした例はなかった。

CoC	THAの２－４年間の結果

　Bolong Kou氏およびその他（中国）は、102例の
アルミナCoC THA（28mm、32mm、BIOLOX®forte）
の臨床およびX線写真の結果について報告し
た。2006年から2011年にかけて、76名の患者（男
性56名、女性20名）がCoCベアリングカップルで治
療を受けた。26名の患者は両側にTHAを受けた。患
者の平均年齢は43.58±10.30（27－61）歳。診断
は、おもに、虚血性大腿骨頭壊死（55関節）、大腿骨
頚部骨折（10関節）、DDH（３関節）、その他（８関節）
であった。平均追跡調査期間は、25.8（３－57）ヶ月
であった。
　脱臼あるいはコンポーネントの移動は起こらなかっ
た。セラミック破損もなかった。最終観察時、寛骨臼あ
るいは大腿骨の骨溶解は認められなかった。

MoM	THAの不具合分析

　Qi Wang氏およびその他（中国）は、2007年から
2010年にかけて行なわれた５０５例のMoM THAにつ
いて不具合が起こった理由を評価した。MoM THAに
おける７例の不具合が認められた。再置換の理由は、感
染（２）、インプラント周囲骨折（２）、寛骨臼コンポーネン
トのゆるみ（３）であった。カップのゆるみの場合、寛骨臼
周囲の重度骨粗鬆症化が１例に見られた。別のケース
では、骨性臼蓋に極端な骨硬化を認めた。カップ移動に
よる鼠径部の痛みが一人の患者に見られた。結論とし
て、術後短期間で行なわれた追跡調査では、骨溶解、軟

　COAはおよそ１００の海外学術組織や医学研究
所から代表や上級専門家を招待した。　AAOS、AP
AS、CSOS、EFORT、HSS、ISAKOS、SICOT、SRS
などである。招待客は中国側の参加者と共に非常に
高度な学術的講演や討論に参加した。会期中の北
京で、第１３回アジア太平洋関節形成術学会年次
大会（The １３th Annual Meeting of the Asia-
Pacific Arthroplasty Society, APAS）も開催さ
れた。
　股関節形成術における最重要課題には、以下の点
が挙げられた。
•	ベアリング表面の選択
•	異なるベアリング表面の長期的な結果
•	大径ベアリング
•	金属摩耗粉反応（ARMD）
•	 MoM THAと股関節表面置換術における不具合
　の分析

　Richard Rothman氏（米国）は、THAの現状と将
来的な傾向を論じた。 Chitranjan Ranawat 氏（米
国）は、THAベアリングにおける最新の傾向につい
て報告した。 Luigi Zagra	（イタリア）は、ヨーロッパ
が経験してきたTHAベアリングについて、概観を語っ
た。 Philippe Hernigou	（フランス）は、長期間に累
積していく脱臼リスクの軽減に、CoCベアリングカッ 
プルが優秀な臨床結果をあげたことを発表した。 
Laurent Sedel （フランス）は、CoCベアリングカップ
ルの持つ優秀な生物的適合性と４０年間の包括的
な臨床経験について広く報告をした。同氏は、若年
層患者にはCoCベアリングカップルが最良の選択だ
との見解を述べた。

COA

北京（中国）で開催された第６回中国整形外
科学会国際会議（COA）のハイライト

2011年12月1－4日

　48カ国から集まった11,357名の整形外科医が、世界第2位の規模
の整形外科学会に出席した。そのうち、10,897名は中国からの参加
者であった。教育プログラムのうち、中国語でのプレゼンテーションは
1,796、英語は403、ポスター・プレゼンテーションは2,777であった。 Yan	Wang氏、MD、中

国整形外科学会（COA）
会長。第６回COA国際
会議開会式にて。

2011年COA会議開会式

S
o
u
rc
e
:	O

rt
ho
nl
in
e

Source:	
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部組織のダメージあるいは偽腫瘍が原因で再置換が行
なわれた例は認められなかった。これらのMoM THAの
長期間の結果を評価するには、より長い時間の追跡調
査が必要である。

Crowe	Ⅳの脱臼性股関節症に対するセメン
トレスCoC	THA

　脱臼性股関節症にインプラントされたCoCベアリ
ングについての報告は、未だ極めて少ないのが現状
である。	Yonggang Zhou氏およびその他（中国）に
よる報告は、脱臼性股関節症にセメントレスのアル
ミナCoC THA（BIOLOX®forte）を施した臨床経
験に注目したものである。２００７年１月から２０１０
年１０月にかけて、Crowe Ⅳ DDH３２例の患者に
４３件の人工股関節置換術が施された。患者の平
均年齢は３１．４４±７．８６（２２－４９）歳であった。
４１例においてCoCを使用、２例でPEライナーを使
用した。２８mm径のセラミック大腿骨ボールヘッド
が使用された。平均追跡調査期間は２５．８１±９．７
２（１３－５９）ヶ月であった。	
　CoCグループでは、寛骨臼骨折が1件起こったが、
最近の追跡調査では、骨折も治癒し、寛骨臼コンポ
ーネントも安定していた。観察期間中には、インプラ
ント関連の不具合は認められなかった。　
　著者たちは、Crowe Ⅳ DDHの患者の殆どに 
CoC THA（２８mm）による治療が可能であると、結 
論付けた。この一連のCoC THAは、臨床的、X線画
像的にも良い結果をもたらした。このように将来的に
も期待できる結果を確認するためには、長期的結果
を見ていくことが必要である。

Crowe	Ⅳ	DDHの４３歳女性の術後X線写真。両側の股関節にセメ
ントレスCoC	THA（２８mm、BIOLOX®forte）を同時に行い、スク
リューで固定した。
写真提供：Yonggang	Zhou氏、MD、北京（中国）人民解放軍中国総
　　　　 合病院整形外科、主任外科医。

北京宣言：COA2011年北京大会国際会長フォーラムは、世界戦略、医療技術について討議し、世界中のリソースと筋骨格系の専門知識を融合
　　　　	させて、人口高齢化や多発する交通事故傷害、自然災害、新しい感染症の脅威に立ち向かう責任を担っている。	
　　　　	特に注目すべき点は:	Cooperation	協力、Advocacy	提唱、Research	研究、Education	教育、Patient	CARE	患者のケア

手術後４年が経過した術後X線写真：カップとステムは安
定しており、骨との癒合は良好であった。Radiolucent	
lineあるいは骨溶解の兆候は認められなかった。患者は臨
床結果に非常に満足していた。
写真提供：Yonggang	Zhou氏、MD、北京（中国）、人民
解放軍中国総合病院整形外科、主任外科医

COA（続き）

Source:	Orthonline
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MoM	THA手術後の金属イオンレベル

　Yi Zeng氏およびその他（中国）は、２００７年６月
から８月にかけて、４２名の患者に施された５１例の
大径MoM THAを調査研究した。追跡調査の平均 
期間は４年であった。X線写真の分析では、放射線
透過性の線あるいは骨溶解は認められなかった。脱
臼、移動、インプラントのゆるみはなかった。著者ら
は、誘導結合プラズマ質量分析装置（ICP-MS）を使
い、漿液と尿中のコバルトとクロムのレベルを決定し
た。　
　手術後、金属イオン濃度が術後１年をピークとし
て、劇的に上昇したことを著者たちは認めた。血清
中の平均値はそれぞれ、コバルト51.56nmol/L、
クロム70.2nmol/Lであった。尿中の金属イオン
濃度も、それぞれコバルト81.25nmol/L、クロム
58.72nmol/Lへと、著しく増加した。著者らは、ピー
クを過ぎると、血清中、尿中の金属イオンレベルは緩
やかに減少したことを報告している。　
　しかし、これらのベアリングから発生する金属イオ
ンが何らかの生物学的影響を与えるかもしれないと
いう点で、懸念は残る。血清中、尿中の金属イオンレ
ベルと、長期的に見て起きうる副作用については、監
視を続けていかねばならない、と著者らは結論付け
た。この一連の症例におけるMoM THAの長期にわ
たる成果を評価するためには、より長い期間の追跡
調査が必要である。

参照:
Kou	BL	ら.	　102症例におけるCoC THAの臨床結果、抄録
12865（中国語）、COA、北京。　2011年12月１－４日。
Shi	ZJ	ら.　セメントレスZweymüller股関節システムの中期的結
果、抄録4570（中国語）、COA、北京、2011年12月１－４日。
Wang	Q	ら　MoM THAにおける不具合の原因、抄録7811（中
国語）、COA、北京、2011年12月１－４日。
Zeng	Y	ら　氏およびその他　大径MoM THAの臨床結果。　抄
録13570（中国語）、COA、北京、２０１１年１２月１－４日。
Zhou	YG	氏およびその他　Crowe Ⅳ DDHの患者における
CoC THAの必要性と可能性。抄録　8354（中国語）、COA、北
京、2011年12月１－４日

イベント

トルコにおけるセラミック使用の	
急激な増加

　2011年10月31日から11月５日にかけてAntalya（トル
コ）で開催された第２２回トルコ整形外科・外傷外科学会に
おいて、CeramTec社は関節形成術分野でご活躍の専門家
の先生方を円卓会議にお招きしました。

　討論の焦点となったのは、トルコで行なわれるTHAでの
ベアリングカップルとセラミック・ベアリング表面の使用でし
た。	Mazhar Tokgozoglu氏、MD（アンカラHacettepe大
学）が円卓会議議長を務められ、トルコにおけるTHAでセラ
ミック使用が急激に増えているのは周知の事実である、と強
調されました。

　こうした発言を受けて、Remzi Tözün氏、MD（イスタンブ
ール、Acibadem Maslak病院）は、７９０余りの症例におい
て、様々なタイプのセラミックを使用したご自身の広範囲に
わたる臨床経験について語られました。	

　人工股関節・膝関節置換術におけるトライボロジー
は、2013年６月５－８日にイスタンブールで開催される第
14回EFORT会議における注目議題の一つとなるでしょう。

　次号のCeraNews（２/2012）で、トルコのTHAにおける
セラミックの役割、関節形成術の傾向や議論の対象となる

「ホット・トピックス」について、詳細をお知らせします。

*	http://www.efort.org/communications/statements_08.aspx

Mazhar	Tokgozoglu氏、
MD、Hacettepe大学医学部
整形外科、外傷学科、アンカラ
（トルコ）。

Remzi	Tözün氏、MD、	
Acibadem	Maslak	病院、
整形外科、外傷外科・関節形
成術部長、イスタンブール（ト
ルコ）。
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授賞

　Fritz	 Thorey医学博士、准教授は、２００
９年から２０１１年までハノーバー医科大
学整形外科クリニックで再建術・関節形
成術部の副部長として勤務、２０１１年７
月１日からはハイデルベルクATOSクリニ
ックの股関節形成術・再建術の責任者を
務めている。現在もハノーバー医科大学と
は研究面で緊密な関係を継続、様々な股
関節形成術や股関節再建術プロジェクト
に取り組んでいる。アメリカ整形外科医学
会（AAOS）、ドイツ整形外科・整形外科手
術学会（DGOOC）、ドイツ関節形成術学会

（AE）の会員。人工股関節最小置換術、股
関節関節鏡検査の指導者であり、これらの
専門分野で国内外の同僚医師の訓練に携
わっている。

　Fritz Thorey氏、MD、PhD、准教授は、
国際学会でおよそ１４０回におよぶ講演を
行い、５０を越える専門的な論文を出版し
た。

連絡先：
Fritz Thorey, MD, PhD 
Center for Hip, Knee and Foot 
Surgery, Sports Traumatology 
ATOS Clinic Heidelberg
Bismarckstr. 9–15
69115 Heidelberg
Germany
Phone: +49 6221 983 190
Fax: +49 6221 983 199
e-mail fritz.thorey@atos.de 
www.zentrum-hueft-knie-fusschirurgie.de

股関節再置換術に対するHeinz	Mittelmeier研究賞

　2011年10月にベルリンで開催されたドイツ整形外科外傷外科学会
（DKOU）において、ドイツ整形外科・整形外科手術学会（DGOOC）は、
股関節再置換術に対するHeinz	Mittelmeier	研究賞をFritz	Thorey
医学博士、准教授（ハイデルベルクATOS	クリニック）に授与した。こ	
の栄誉に浴した理由は、「セラミック製の再置換ボールヘッドを使っ	
た再置換股関節形成術の早期結果」と題された遡及的研究であった。	
授与された賞金の５,０００ユーロは、CeramTec社により寄付された。

　Fritz Thorey氏、MD、PhDと氏の同僚は、BIOLOX®OPTIONセラミック製
再置換ボールヘッドを使用した、かなりの数の股関節再置換術のX線写真の所
見を分析した。91名の患者が対象となった。患者の平均年齢は64歳であった。
再置換術の原因は、おもに寛骨臼カップのゆるみ、感染症、ノイズ、不安定性（脱
臼）、セラミックの破損であった。再置換術には、58名の患者に対するCoC、33
名の患者に対するCoPを使用した人工股関節置換術。すべての症例におい
て、32mm径の大腿骨ボールヘッドが使用された。すべての患者が、痛みや機能
スコアにおいて著しい改善を示した。ゆるみ、ノイズ、セラミック破損は認められな
かった。インプラントに関連した再置換術は起きなかった。

　平均２年のフォローアップを経て行なわれたこの研究によって、セラミック製
再置換ボールヘッドを比較的多数の患者に使用した場合の、説得力ある結果を
出す事ができた。長期的な結果を得るために、すべての患者の観察は継続されて
いる。

Thorey	F氏1	,	Sakdinakiattikoon	M氏2,	Thiengwittayaporn	S氏2,	Windhagen	H氏3。	
セラミック製再置換ボールヘッドを使った再置換股関節形成術の早期成績。 
関節形成術セミナー　２０１１；２２（４）：２８４－２８９
1 Center for Hip, Knee and Foot Surgery, Sports Traumatology ATOS Clinic Heidelberg
2 Department for Orthopaedics, Bangkok Metropolitan General College, Bangkok/Thailand
3 Orthopaedic Clinic at Hanover Medical School 

授賞式の後で。　Fritz-Uwe	Niethard教授（ドイツ整形外科・外傷外科学会）、Fritz	Thorey医
学博士、准教授、Heinrich	Wecker氏（CeramTec社）。（左から右へ）
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学術論文の公募

ドイツ整形外科・整形外科手術学会（DGOOC）
は、２０１２年度Heinz Mittelmeier 研究賞と
併せて賞金５,000ユーロの授与を行ないます。
賞金はCeramTec社によって寄付されたもの
で、バイオセラミックス、関節形成術の摩耗と破
損に関する問題、さらにセラミック・インプラント
の臨床結果に関する分野で、卓越した研究開発
を行なった４０歳以下の医師やエンジニア、研
究者を対象とします。
DGOOCへの提出論文は、	 2012年８月31日
か、それ以前の消印のものを有効とします。 

賞の授与は、２０１２年１０月２３－２６日にベル
リンで開催される、ドイツ整形外科・外傷外科学
会（DKOU）にて行なわれます。

応募要項について、さらに詳細な情報をお求
めの方は下記までご連絡ください：

Deutsche	Gesellschaft	für	Orthopädie	
und	Orthopädische	Chirurgie	e.V.	(DGOOC)
Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstr.	58/59
10117	Berlin
Germany
Phone:	+49	3084	71	21	31
Fax:	+49	3084	71	21	32
e-mail:	info@dgooc.de
www.dgooc.de

BIOLOX®アプリを貴方の
スマートフォン、タブレッ
トにダウンロード!*

新しいBIOLOX®アプリを使うと、どこからで
も、すぐにBIOLOX®インプラントの情報にアク
セスできます。セラミック・コンポーネントの取
り扱い・インプラントには、どんな注意が必要な
のか？　万が一セラミックが破損したら、どの
ベアリングカップルが使えるのか？　このアプ
リを使えば、これらの疑問に対する答えも見つ
かり、さらなる情報も得られます。

BIOLOX®アプリはApp Storeから無料でダウ
ンロードできます。

カテゴリー：Medicine
ヴァージョン：3
サ　イ　ズ：369	MB
言　　　語：English

*	iPhone ３GS、iPhone ４、iPhone ４S、iPod Touch（第
３世代）、iPod Touch（第４世代）、iPadと対応。 IOS４.0あ
るいはそれ以降のものが必要。

Apple、the Apple Logo、iPhone、iPadは、米国ならびにそ
の他諸国で登録されたApple Inc.の商標です。

CeraNewsをオンラインで読むなら： www.ceranews.com
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第14回BIOLOX®シンポジウム2012

Javad	Parvizi医学博士

素晴らしいマッチング

BIOLOX® シンポジウムとCCJRが
ラスベガスで同時期開催

　セラムテック社・医療製品部門は、2012年５月19～20日、アメリ
カ、ラスベガスで開催される第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）に、セラニュース読者をお誘いします。本シンポジウムが初め
て、Current	Concepts	in	Joint	Replacement（CCJR）春季会
議（2012年５月20～23日）と同じ場所で、直前から開催されますの
で、参加者の皆様は両方の会議に参加することができます。	

A.	Seth	Greenwald,	博
士（オックスフォード大学）

　読者の皆様のシンポジウムに対する見識をより深
めるため、シンポジウム会長Javad Parvizi医学博士

（Rothman Instituteの研究部長）と、Scientific 
Committee会長のA. Seth Greenwald医学博士

（Current Concepts in Joint Replacement 
会議のディレクター）をお呼びし、いくつか質問をし
ました。

　BIOLOX®シンポジウムとCCJR会議の組み合
わせは、どのようにして思いつかれたのですか。

Javad Parvizi氏：
　私の頭の中では、明らかに、どちらの会議も同じこ
とに焦点を当てています。どちらも、患者に最高レベ
ルの治療を施すことに関心がある外科医に、実経験
を披露しています。私は両方の会議の発展を追い続
けてきましたが、現役の整形外科医は、今日のベアリ
ング表面オプションに関して、科学的データに基づ
く明快な答えを求めていると思いました。この２つの
会議を結びつけることによって、整形外科医の希望
をうまく達成できると思ったのです。

　Parvizi博士があなたに連絡をとり、一つの会場
で両方の会議を開くアイディアを提示されたとき、
どのような反応をされましたか。

A. Seth Greenwald氏：
　まずは、斬新で、即座に相乗効果を生む考えだと
思いました。CCJR会議は外科医が直面する臨床関
係の問題に焦点を当てています。このCCJR会議に、
ベアリング表面のオプションと選択に関する最新の
科学知識を得たいという外科医の必要性を組み合
わせることは、明らかに素晴らしいことだと思いました。	

　同一会場で２つの会議を行うというのは、どうい
う観点からでしょうか。

Javad Parvizi氏：
　この２つの会 議は素 晴らしいマッチングで
す。CCJR会議で、整形外科医と健康管理の専門家
は、股関節、膝、肩の再建術に関する重要な最新情
報を得ることができます。そして、わずか１日早く到
着するだけで、関節全置換術のベアリング表面オプ

ションに関する素晴らしい洞察についても情報を得
ることができるのです。２つの会議の同時期開催は、
まさに相互に補強しあうものです。

　この２つの会議の参加者は少し違った特徴をもっ
ています。CCJR会議の参加者は、ほとんどがアメ
リカの整形外科医であり、一方、BIOLOX®シンポ
ジウムの参加者はさまざまな分野にまたがり、また
国際色も豊かです。このことは、問題にはなりません
か。

A. Seth Greenwald氏：
　私は、個人的には、よい機会であると思います。な
ぜなら、整形外科分野で働く外科医、研究者、エンジ
ニアが交流することで、会議全体にさらに奥深い面
を加えたいと思うからです。

Javad Parvizi氏： 
　The BIOLOX®シンポジウムは、世界的に認めら
れた学際的会議で、ベアリング表面に関する最新情
報を集めるという明確な方向性をもっています。この
シンポジウムと、CCJR会議のような十分に確立さ
れ、認められた教育フォーラムを組み合わせることに
より、参加者は関節全置換術の重要な最新情報の
知識を拡充する素晴らしい機会を得ることができる
と思います。

　なぜ、ラスベガスで行われるCCJR春季会議を選
ばれたのですか。

Javad Parvizi氏：
　外科医と研究者の国際的参加を促すような会場
を選ぶことが目的の一つであると、私たちは２人とも
考えています。ラスベガスという場所と宿泊施設は、
北米、南米、アジア、オーストラリア、ヨーロッパのどこ
からでも外科医が来やすい場所です。	

　シンポジウムの会長として、このプログラムに衛
星中継の行事は考えておられますか。

Javad Parvizi氏：
　もちろん、両方の会議に出席する参加者に完璧な
学習体験をしていただけるような様々な機会を考え
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第14回BIOLOX®シンポジウム
人工関節全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

Current	Concepts	in	Joint	
Replacement（CCJR）春季会議２０１２
（2012年５月20～23日）

と同時期開催

ネバダ州ラスベガス、CityCenter のThe ARIAにて

さらに詳しい情報については、BIOLOX®	シンポ
ジウム会議事務局にお問い合わせください。
CeramTec	Phone:	(+49)	7153	611	513
CeramTec	Fax:	(+49)	7153	611	16	513
email:	bioloxsymposium@ceramtec.de
www.biolox-symposium.com

Current	Concepts	Institute
Dorothy	L.	Granchi,	MBA,	
Course	Coordinator
Phone:	(+1)	216	295	1900
Fax:	(+1)	216	295	9955
email:	info@ccjr.com

www.ccjr.com

皆様のご参加をお待ちしています!

ています。そのため、議事進行に関する冊子の提供
や、CCJR会議で外科手術の実演やワークショップ
の提供を同時に行うことなどを考えています。

　プログラムはいつ完成して配布可能になるのでしょ
うか。

A. Seth Greenwald氏：
　科学委員会の議長として、提出され、選別された提
出物を私が見直しています。プログラムに含まれるア
ブストラクトの受け取り通知のすぐ後に、最終プログ
ラムを開発したいと考えています。それは2012年２
月の予定です。	
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書評

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。
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Paul	Silberer	
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人工股関節全置換術にお
けるトライボロジー

Knahr,	Karl	（編者）

1st	Edition,	2011,	VIII,	
233	p.	90	illus.,	70	in	color.
Softcover	
ISBN	978-3-642-19428-3

トライボロジーに関する最新情報

Miquel Pons 医学博士による書評

　Karl	Knahr	医学博士編集によるこの本は、マドリッドにおいて開催	
された、２０１０年度EFORT（European	 Federation	 of	 National	
Associations	of	Orthopedics	and	Traumatology）会議の“トラ
イボロジー・デー”の期間中に、世界的に著名な外科医達によって発表され
たトライボロジーに関する講演内容の成果をまとめたものである。	

　「トライボロジーの原点」に関する第一部では、著者達は過去２０年間に渡る人
工股関節のトライボロジーを論じた研究や、標準的な歩行や過酷な条件下での様
々なタイプのベアリングカップルの摩耗を扱った研究の成果を報告している。この後
には、デザインや手術手順に関連した生物力学的側面を重視した、股関節形成術の
生物力学に関する興味深い章が続いている。最後にこの第一部は、最もありふれた
ベアリングカップル―即ち、セラミックを使用した股関節表面置換術、メタル・オン・
メタル ベアリングそしてクロスリンクポリエチレン―に関する歴史や変遷、そしてそ
れらのより最近の発展等を取り上げた、3つの興味をそそられる章を特集している。
　この本の第二部では、セラミックスを重点的に取り扱った論文を紹介しており、人
工関節周囲の骨の状態やその臨床上の含意などの新しい論争点のみならず、関節内
でのノイズの発生とその原因（microseparation、インピンジメント、端部荷重など、
その他）に関して論じている。
　第3部はメタル・オン・メタル ベアリングカップルに充てられており、摩耗と微粒子
レベル、そしてそれらの偽腫瘍の出現との関係についての興味深い論文や、摩耗や
腐食を最小限にするためにメタル・オン・セラミックのベアリングカップル関する世
界初の研究について紹介されている。
　この後に続く章ではポリエチレンに言及しており、カップの設置位置と摩耗の発生
に関する有限要素解析に関する研究をわかりやすく解説し、ハイクロスリンクポリエ
チレン（XPE）に対する最大規模かつ最長の追跡調査期間を費やした研究結果につ
き述べられている。また若年層患者におけるセラミック・オン・XPE ベアリングに関
する2つの論文では、骨溶解や無菌性の緩みが起こった場合の細胞内での諸現象
を論じている。
　最終章には摩耗と摩耗の程度の予測に関する2つの研究と、新しいベアリング素
材であるポリウレタンについての記載があり他に優るとも劣らず興味深い。
　全ての章には広範囲にわたる最新の参考文献一覧表が付けられており、読者が
興味を抱いたあらゆるデータを探すことを可能にしている。
　Karl Knahr 医学博士は、オーストリアのウィーンにあるSpeising 整形外科病
院、第二総合整形外科部門の部長である。更に博士は複数のヨーロッパ整形外科
協会の名誉会員であると同時に、EFORTの前会長である。また博士は、股関節及び
膝関節手術とMIS 研究方法において非常に経験豊富でもある。
　この本は種々の異なったベアリングカップルに関する素晴らしい最新情報を、歴
史や変遷、問題点や最近の発展等を交じえて解説しており。人工股関節置換術に携
わっている全ての外科医にとって必読の書といっても過言ではない。

Miquel Pons医学博士は整形外
科医であり、股関節と膝関節手
術の専門医でもある。博士は、
スペインのバルセロナにあるサ
ン・ラファエル病院の関節感
染症部門の部長である。博士
は2005年以来スペイン股関節
協会の事務総長であり、また複
数の医学会の会員でもある。 
Miquel Pons 博士はこれまで
に、国際会議の場で300回以上
口頭発表を行なっており、国際
的な雑誌に30以上の記事を発表
している。 

連絡先：
Miquel	Pons,	MD
Orthopaedic	Surgery	Department
Hospital	San	Rafael
Ps./	Vall	d’Hebrón	107–117
Barcelona	08035,	Spain
e-mail	23655mpc@comb.cat
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