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寄稿

ベアリングの結論
第14回BIOLOX®シンポジウム会長 
Javad Parvizi 氏へのインタビュー 

　2012年５月19～20日にラスベガスで行われた第14回
BIOLOX®シンポジウムは、関節置換術最新概念（CCJR）教
育会議、ラスベガス春季大会と初めて同時期に開催され、参加
者は両方の会議に参加することができた。「関節全置換術のベ
アリング表面オプション：専門家が提供するエビデンス」に焦
点を当てた本シンポジウムには、全世界から参加者が集まり、
会場では熱心な議論が行われた。セラニュースでは、本シンポ
ジウムの会長 Javad Parvizi 氏にお話を伺った。 

BIOLOX® シンポジウム

第14回BIOLOX®シンポジウムの会長として、
どのようなことを目指しておられたのでしょう
か？
　このようなタイプのシンポジウムを計画するに
あたり、まずすべきことは、使命を明確にするこ
とです。私には、これについて明確なビジョンが
ありました。関節変性疾患の治療法として股関節
や膝関節の形成術が多く行われており、その対象
は、世界的に増加する高齢者と同様に、若年層の
活動的な患者にも拡大しています。こうしたイン
プラントへの要求の高まりに対応すべく、数々の
関節ベアリング・オプションが作られており、ま
た、同時に、材質の耐久性を高め、高い生体適合
性を有するように、改良を重ねた関節ベアリン
グ・オプションが開発されてきました。このシン
ポジウムでは、この目的に関わる世界的な整形外
科医や研究者たちの最新の臨床経験や研究室での
成果を紹介しました。

このシンポジウムの組織は、知名度の高い関節置
換術最新概念春季大会とほぼ同時期に開催された
という点で、従来とは、極めて異なるものでし
た。これを実現するために、どのようなことを
されたのでしょうか?
　CeramTecが私にこのシンポジウムの会長を
依頼してきたとき、私は活動的な患者のための
最新ベアリングに焦点を当てた独自の教育の場
を作りたいと思いました。そして、この目的を
どのようにすればうまく達成できるかを考えた
末、「単独のシンポジウム」は今日あまりにも
多く行われている、という結論に達しました。
そして、BIOLOX®シンポジウムを知名度の高い
教育コースと組み合わせて開催するというアイ
デアを思いついたのです。関節置換術最新概念
（CCJR）のコースディレクターであるA. Seth 
Greenwald 博士にコンタクトをとると、博士は
この考えに賛成してくれました。Greenwald 博
士は過去29年間に、非常に内容の濃い教育的な
会議を毎年２つ開催されています。特に、テーマ
を特定したプログラムの開発が非常に得意な方で
す。ですから、博士にプログラムの委員長を依頼
することはもっともなことでした。 

読者の皆様へ
　股関節全置換術は長きにわたり成功を収めています
が、これは主にインプラントの長期的な安定性と関節
面における低摩耗性という２つの事実によるもので
す。しかし、すべての患者に対し、生涯にわたり、正
常に機能するインプラントという究極の股関節全置換
術を達成するためには、いまだ摩耗問題は課題であ
り、克服すべきものであることを忘れてはなりませ
ん。

　トライボロジーの重要性は、アジア、北米、ヨーロ
ッパの優れた整形外科機関の会議をはじめ、世界中の
多くの専門家会議の科学プログラムで明確に実証され
ています。来年、２０１３年６月５～８日にイスタン
ブールで開催されるEFORT会議中再度、股関節・膝関
節の全置換術における摩耗問題に終日焦点を当てたト
ライボロジー・デイが特別プログラムとして予定され
ています。

　大方の意見が一致しているのは、外科医が関節形成
術成功のための最も重要なファクターであるというこ
とです。インプラントの各コンポーネントの正確な設
置が、第一の達成目標です。さらに、外科医はライナ
ーやボールヘッドといった摺動面コンポーネントを正
しい位置に設置することにも意識を向けなければなり
ません。たとえ材質が最高の品質であっても、適切に
設置し固定されなければ、置換術は成功しません。

　今年、ラスベガスで行われたBIOLOX®シンポジウム
のオープニング講演で、Rothman教授は、医学史上、
最も効果が高い手術は股関節全置換術だと思うと述べ
ています。博士は、股関節全置換術の安全性、有効性、
耐久性を維持するよう参加者全員に要請しました。インプ
ラントのメーカーには、適切な手術器械、秀逸なデザ
インと安全性と耐久性を有する材質のインプラントを
提供するという義務があります。一方外科医にはそう
いった資材を活用して、患者に高水準の股関節全置換
術を提供するという義務があると考えています。

Karl Knahr教授           Hakki Sur教授
Orthopädisches Spital                     Ege Üniversitesi 
Speising, ウィーン（オーストリア） Tip Fakültesi, イズミル（トルコ）
   2013年イスタンブール   
                    第14回EFORT学会長

ここで述べた会議の情報については、25ページ「略語の解説」にリンクが
あります。



3

C
er

aN
ew

s 
2 

/ 2
01

2

このシンポジウムは終了しましたが、心に描いて
いた目的は達成できたとお考えでしょうか?
 シンポジウムの参加者は、間違いなく、関節形
成術のトライボロジーとベアリングについてい
くつかの明確な結論を抱いて、シンポジウムを
終えたと思います。まず、大径ボールヘッドのメ
タル・オン・メタルシステムはほとんど使用され
ることはなく、使用されるのは特殊な患者の場合
だけです。また、小径ボールヘッドのメタル・オ
ン・メタルシステムも特殊な症例以外には使うべ
きではありません。メタル・オン・メタルの表面
再建システムは、メタル・オン・メタル人工股関
節置換術と同様、あまりうまく機能しておりませ
ん。

セラミックについては、いかがでしょうか?
 セラミック・オン・セラミックシステムは、年
齢の老若に関わりなく、活動的な患者への使用例
が増加しています。セラミックの使用をサポート
する臨床エビデンスは非常に多く、世界的に非常
によく使われるようになっています。ヨーロッパ
やアジアの外科医が長期間のデータを多く提出し
ていますが、米国の前向き研究でも、13～15年
のフォローアップにより、活動的患者における優
れた性能を示す証拠が十分に提供されています。

ポリエチレン治験に関する情報で新しいものがあ
れば、是非伺いたいのですが?
 高度架橋ポリエチレンの成果は良好で、米国で
圧倒的なマーケットシェアを占めています。しか
し、現在入手できるデータは患者全体に関するも
ので、活動性が高い患者のみならず活動性がやや

高いといった程度の患者のデータもありません。
多くの場合、この材料の最新世代に焦点が当てら
れていますが、最新の性能ではありません。外科
業界は「完璧な」ポリマーの開発を続けていま
すが、抗酸化剤のビタミンEなどを加えた新しい
ポリマーがまだ開発中である事実にみられるよ
うに、まだゴールには到達していません。私た
ちは、セラミック製のボールヘッドと新しいポ
リマーを一緒に使うことは、摩耗しやすいと思
われる活動的な患者の体内ポリマーを「維持す
る」には、価値のある方法だと考えています。セ
ラミック・ボールヘッドを使用すると活動的な患
者のための摩耗防止効果がさらに高まるという確
固とした臨床的証明を提供するため、Rothman 
Institute（600人以上の患者についての後ろ向
き分析）とHospital for Special Surgery（100
人の患者についての前向き研究）の２カ所で研究
が行われておりますが、これを私は大変嬉しく思
っています。

「エビデンスに基づく医学」についても、シンポ
ジウムで議論されました。エビデンスをさらに臨
床診療に取り入れるためには、どのようにすれば
いいでしょうか?
 整形外科の分野では、新技術とその効果につい
ての評価機構が多数存在しています。症例評価
は、通常、専門家または設計者が自らの体験に基
づいて行います。しかし、このようなタイプの報
告書は、通常、単一の機器または技術に基づいて
おり、また当然ながら、外科医全員の代表的結論
ではないので、比較が困難です。新技術を使った
患者の結果に関する後ろ向き分析は重要な結果を
示しているかもしれませんが、その適用範囲は限
定的かもしれません。理想的なツールは、無作為
に抽出した前向き臨床試験です。しかし、この方
法は確かに最適な基準ですが、コストがかかり、
また結果が出るまでに時間がかかります。中長期
的なフォローが行われない限り、限定的な値とな
り、短期間の評価としては、一般的に実用的とは
言えません。

無作為の試験に代わるものがありますか?
 よく管理された研究のメタ解析データをためて
おく方法が使えるでしょう。しかし、これもま
た、無作為研究ができないという点で、大きく
制限されています。そのほかに、レジストリー
のデータを使う方法もあります、しかし、残念な
がら、これも、データが明らかに深刻な問題を示
していない限り、結果判明の遅達が常です。この
ようなデータを一般化しても、解釈を誤る可能性
が大きいのです。適切な「医学に基づくエビデン
ス」の結論は、これらのメカニズムによって生成
されるすべての利用可能なデータを慎重に解析し
て初めて、技術についての判断を下すことができ
ると私は思います。

Javad Parvizi 医学博士は、英国のシェ
フィールド大学で医学を学んだ。その後、
米国ミネソタ州ロチェスターのメイヨー・
クリニックで整形外科の研鑚を積み、分子
生物学の修士号を取得した。現在は米国フ
ィラデルフィア、Rothman Institute の副
研究部門長および関節研究部長を務めてい
る。Parvizi博士は、骨盤、股関節、膝関節
の再建術を専門とする整形外科医であり、
特に若年成人の股関節痛、および保存療法
に造詣が深い。
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インプラントのアライメントおよび様々なベアリング表面の
臨床結果に関する話題 
2012年２月サンフランシスコ、第79回米国整形外科学会（Ameri-
can Academyof Orthopaedic Surgeons）年次大会で行われたプ
レゼンテーション
　今回のAAOS会議でも、様々なベアリング表面の成果が多くの議論の話題になった。
国際的専門家がベアリング表面の現状、特に、MOMベアリングに伴う金属イオンや摩耗
粉に関連する障害の局所的および全身性反応について議論した。これに関連して、John 
Skinner氏（英国）は、「どんなベアリングにも問題は起こりうるし、また実際に問題が
起こっている」と述べた。ハードオンハード・ベアリングの問題や、コンポーネントの設置
アライメント不良による関連合併症を受け、新たにインプラントのアライメントに対する
関心が高まった。コンポーネントのアライメントは、ベアリングの耐久性、および股関節
置換術を受ける患者の臨床結果を向上させる上で、ますます重要な役割を担っている。 
 
　この問題に注目したセラニュースでは、議論の様子を検討し、ここに最新結果の概要を紹介す
る。また、CoCベアリングによって得られた素晴らしい長期調査結果の新事例２つを紹介する。

AAOS

臨床的見地からは、いわゆる「受容性の高い材
料」というものはない――インプラントのアラ
イメントに関する結果

　ポリエチレン（PE）摩耗によって、亜脱臼
や脱臼が起こりうるという研究結果がある。一
方、こうした不安定性からPE摩耗を起こしうる
という研究もある。1,2

寛骨臼コンポーネントのアライメント不良は、PE
摩耗の増加3,4,8,9、股関節の不安定性5、および
XPEライナーの破損6,7を引き起こしている。

研究： 
PE摩耗はインプラントのアライメントによ
る影響を受けやすい

　Geraint E. Thomas 氏ら（英国）は、55人
の患者に行ったX線立体測定法（RSA）による前
向き二重盲検無作為化研究の結果を発表した。こ
れによると、インプラントのアライメントとPE
の摩耗度は密接に関連していた（p=0.002）。８
年後のライナーの破損度には有意差があり、従
来型のPEライナーのグループは0.55mmの線摩
耗であったのに対し、XPEライナーのグループ
は0.33mmの線摩耗であった（p=0.005）。

　この結果から、著者らは、インプラントのアラ
イメントに関するXPEの中長期結果はまだわから
ないものの、XPEライナーはインプラントのアラ
イメントによる影響を受けにくいのではないかと
推定した。

図１a–c：臼蓋形成不全のためTHAを受けた４７才女
性患者（図１a）。カップ設置は急峻であり、術後１年
でヘッドの偏位が発生した（約３mm）（図１b）。さ
らに６ヶ月後、大腿骨ボールヘッドの中心のずれ（>
８mm）とPE摩耗はさらに悪化した（図１c）。ステ
ム抜去せず、カップのアライメントを修正する再手術
が行われた。
出典：サンクトペテルブルク（ロシア）、R. R. Vreden Or-
thopaedic InstituteのI. Shubnyakov医学博士のご厚意によ
る。

1a

1b 1c
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研究： 

臨床結果のフィードバックにより、向上し
たカップ・アライメント

　Young-Min Kwon氏ら（米国）は、カップ
のアライメント不良が、脱臼、ライナー破損、
摩耗の増加といった多くの臨床有害事象と関連
していることを指摘した。また、手術手技がPE
摩耗を予想できるもっとも大きな要因となるこ
とを示した結果に注目した。 
 
　著者らは、2004～2008年の間にTHAまた
はHRを受けた2,061名の患者のデータを分析し
た。その結果を2009～2010年の間に同じ外科
医が385名の患者に行ったTHAまたはHRのデー
タと比較した。その目的は、最初のカップ・ア
ライメント研究で得た知識が、次の研究時にカ
ップ・アライメントの向上につながったかどう
かを調査することであった。
 
　この研究から、Kwon氏らは、測定結果のフィ
ードバックを多く受け取ることにより、外科医は
カップ・アライメントの正確性を大幅に向上させ
ることができたことを示した。

研究： 
36mm、MoMベアリング前方開角の小さな許
容度

　Jacob Elkins 氏ら（米国）は、MoMベアリ
ングのアライメントが、接触応力と摩耗抑制と
いう観点から、効果的とは認めがたい重大な結
果を伴う事例があることを報告した。メタル摩
耗粉やメタル・イオンに対する有害反応発生環
境に対しては、この報告結果は適合していない。 
　36mmのMoMインプラントに関する彼らのデ
ータによると、カップの前方開角の許容度は小

2

図５a、b：THA再置換術後
８年目の74才男性患者
出典：Lukas-Krankenhaus 
Bünde（ドイツ）、H. Kiefer
医学博士、PhDのご厚意によ
る。

5a 5b

図２：初回THAを受けた67才の女性患者。術後13年
目に股関節痛と関節轢音。インピンジメントと重篤な
PE摩耗。カップ再置換と大腿骨ボールヘッドの交換を
行う。
出典：Lukas-Krankenhaus Bünde（ドイツ）、H. Kiefer医学
博士、PhDのご厚意による。

図３a、b：重篤なPE摩耗
と 脱 臼 が ４ 回 発 生 し た 8 1
才男性患者。カップは強固
に骨と癒合しており、カッ
プの再置換は行われなかっ
た。PEインサートをメタル
カップ内に固定し、正しい
アライメントに設置した。 
出典：Lukas-Krankenhaus 
Bünde（ドイツ）、H. Kiefer
医学博士、PhDのご厚意によ
る。

図４a、b：65才女性患
者の左股関節（図４a）。
術後15年目のPEインサ
ートのヘッドの偏位（図
４b）
出典：Lukas-Krankenhaus 
Bünde（ドイツ）、H. Kiefer
医学博士、PhDのご厚意によ
る。

3a

4a

3b

4b
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さく、大径MoMのTHAでは、正確で適切なアラ
イメントが必要である。

２つの研究：
MoM ベアリングのstripe wear – インプ
ラント技術が関連要因の一つ 

　stripe wearは、最初はCoCベアリング上に確認
された。今ではTHAのMoMベアリング上にも確
認されている。Christopher L. Peters氏、Ian 
Clarke氏ら（米国）はTHAに使用されたMoM
大径ベアリング、16個の表面トポグラフィーを
調査し、CoCベアリングの表面データと比較し
た。すべてのベアリングの大腿骨ボールヘッド
にstripe wearがあり、カップの中にもそれに呼
応するstripe wearがあった。著者らは、MoM
ベアリングに複数のstripeおよび／または深い
stripeがある場合、リンパ球を伴う炎症反応とい
った組織学的所見と当該MoMベアリングとの間
に相関関係が認められると報告した。どの患者も
亜脱臼に関しては無症状であった（患者は無自覚
であった）。そこで、著者らは、反復性潜在性亜
脱臼という用語を使い、ほとんどのStripeは、
過度な潜在性摩耗によって生じると指摘した。

　著者らによれば、適切な手術手技は大径MoM
ベアリングの摩耗を左右する重大な要因の一つで
ある。潜在性亜脱臼を抑制するためには、股関節
ベアリングのアライメントを慎重に調節し、大腿
骨のオフセットは適切に行わなければならない、
と彼らは指摘した。

　この研究グループはさらに、Edward J. 
McPherson氏、Ian Clarke氏ら（米国）が、
メーカーが異なる４種の大径MoM THAベアリ
ング、75個を取り上げて分析し、結果について
の報告を行った。表面トポグラフィーの解析に
よると、すべてのMoMベアリングの大腿骨ボ
ールヘッドにStripe wearが見られ、またカッ
プ内にもそれに呼応するStripe wearが見られ
た。Stripe wearは、反復性潜在性亜脱臼が原因
で生じていた。ほとんどの調査対象において、複

数のStripe wear発生箇所が目視で確認された。
複数のStripe lineを有するMoMベアリングは、
リンパ性炎症反応を示す組織学的報告と一致し
ていた。数々の事例の中で、著者たちが特に推
奨したのは、股関節のバイオメカニクス(オフセ
ット)とコンポーネント・アライメントを最適化
することにより、Stripe wear発生の抑制をはか
ることであった。 

二つの長期 CoC THA 研究により明らかにな
ったセラミックの利点 

研究： 
30才以下の患者の CoC THA に関する10年を
超える追跡検査結果

　Young-Hoo    Kim氏ら（韓国）は、セメントレス・
アルミナ CoC THA（BIOLOX®forte、28mm）
に関する優秀な長期の臨床・放射線学的検査結
果を報告した。彼らは、平均年齢24±５才の患
者93名について、124例のCoC THAを前向き
調査した。主な疾患は大腿骨頭壊死（55.6％）
と臼蓋形成不全（21％）であった。HHSは、平
均値96まで向上した。最新のフォローアップで
は、100％のステム、99％のカップ固定性は良
好であった。カップやステムの移動は見られなか
った。また、セラミックコンポーネントの破損や
ノイズも確認されなかった。
 
 著者らは、骨溶解が認められず、高いサバイ
バル・レートを有するという事実が、アルミ
ナ・CoCベアリング・カップルの利点を明確に
示している、と著者たちは結論付けた。

AAOS（つづき）

「反復性潜在性亜脱臼を抑制するた
めには、ベアリング・カップルの材質に
関係なく、股関節ベアリングのアライメ
ント調節は慎重に行わなければならな
い。」

- Christopher L. Peters医学博士

出典：CeramTec
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「再置換術で確認された様々な組織学的変化が、恐らく、
セラミックグループの最新のフォローアップで脱臼が確認
されなかったことを説明する最も重要な要素だろう。脱臼
は、セラミックグループの８０才以上の女性患者、認知障害
の患者、神経疾患の患者にも見られなかった。」 

- Philippe Hernigou氏、PhD

研究：
長期にわたりCoP THAより脱臼率が低い
CoC THA – 20年の調査結果

　PE摩耗粉により炎症反応が起こり、それによ
ってインプラントが不安定になりうることが知
られている10。ある研究により、PE摩耗粉が炎
症反応を引き起こし、関節包滑膜炎の程度によっ
ては、体液過剰生産や関節包拡張を起こす可能性
のあることが示された。11

 
　Philippe Hernigou氏ら（フランス）は、一
方の股関節にセメント固定CoPベアリング・カッ
プル、もう一方にセメント固定アルミナ・CoC
ベアリング・カップルを使った、両股関節に対
するTHAを126名の患者に行い、その最新の評
価結果を発表した。患者の平均年齢は手術時点
で50才（30～60才）であった。ステムは１種
類のみが使用された。全例、32mmの大腿骨ボ
ールヘッドを使用した。平均フォローアップ年
数は20年（15～30年）であった。 

 
　脱臼の累積リスクはCoCグループよりもCoP
グループの方が大きかった。CoPグループの脱
臼の累積リスクは、１年後で２％、10年後で４
％、20年後で８％、30年後で13％であった。
一方、CoCグループでは、１年後に２％、その
後、20～30年経っても脱臼の累積リスクは変わ
らなかった。著者らは、CoCグループの高い癒
合率や、摩耗がないこと、およびCoPグループの
再置換術で確認された組織学的変化（関節液、薄
くなった関節包など）といったことが、最新のフ
ォローアップでCoCグループに脱臼が見られな
かったことを説明する最も重要な要素であろう
と指摘した。

「アルミナ・オン・アルミナ・セラミック
ベアリングは骨溶解を引き起こさず、
高いサバイバル・レートを示す。」

- Young-Hoo Kim医学博士、PhD

McPherson EJ 
et al.  
Stripe Wear in 
Metal-Metal 
THA: Retrieval 
Analysis. P077, 
AAOS 2012 can 
be accessed here.
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EFORT

アライメント不良により左右される術後の結果

　John Fisher 氏 （英国）は、好ましくな
い応力やインプラント・アライメントなどの影響
を毎日受けることにより起こる端部荷重（edge 
loading）や亜脱臼は、臨床前段階という早い
時期にシミュレーションすべきであると強調し
た。材質疲労や各患者の行動の特徴や体格とい
った要素に加え、インプラントのアライメント
にも最大限の注意を払う必要がある。Fisher 氏
は、回転方向のアライメント不良と平行方向の
アライメント不良の違いを指摘した。彼の報告に
よると、回転方向のアライメント不良はレントゲ
ン写真で容易に発見することができ、寛骨臼カッ
プを正しい角度に傾けて修正することができる。
しかし、平行方向のアライメント不良の場合は、
寛骨臼カップの回転軸と大腿骨ステムが一致しな
い。それは、寛骨臼カップの内側のアライメント
不良、あるいはオフセット・アライメント不良の
場合はステムの外側のアライメント不良のためと
思われる。 Fisher 氏は、平行移動のアライメン
ト不良が原因の端部荷重はレントゲン写真で確認
することができないことから、これまで説明でき
なかったインプラント破損の原因であるかもしれ
ないと指摘した。

研究：
CoC THAを受けた30才未満の患者 –10年
を超えるフォローアップの結果、骨溶解なし

　Young-Hoo Kim 氏 （韓国）は30才未満の
93名の患者に行った124例のセメントレスCoC 
THA（BIOLOX®forte）を前向き分析した。すべ
ての事例で、28mmの大腿骨ボールヘッドを使
用した。手術時の平均年齢は23.7±5.2才であっ
た。術前診断は大腿骨頭壊死が最も多く、（55.6
％）、および臼蓋形成不全（21％）であった。平
均10年を超えるフォローアップの後、Ｘ線像上
骨溶解は明らかではなかった。また、セラミック
の破損やノイズも確認されなかった。無菌性の弛
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。Kim氏は、コンポーネントの適
切なアライニングに加え、優れた手術手技が健康
な若年患者群にこの素晴らしい結果をもたらした
理由であると指摘した。

　Kim氏はまた、別の70名の患者に行った111
例のセメントレスCoC THA（BIOLOX®forte、 
28mm）についても、中期成績を報告した。平
均5.7（５～6.5）年のフォローアップの後、骨
溶解や弛みは現時点で、確認されていない。 

結果：
7000例を超えるCoC THA – 15年間のフ
ォローアップの結果、骨溶解の事例なし

　Aldo Toni 氏（イタリア）は1994年から、
様々な世代のBIOLOX®セラミックを使ったCoC
インプラント、7,474例について後ろ向き分析を
行い、長期結果を出すことができた。15年間の
再置換術の割合は1.2％であった。骨溶解のエビ
デンスはまったくなかった。
 
　2006年以後、2,166例のBIOLOX®deltaで
作られたCoCベアリング・カップルがインプラ
ントされた。BIOLOX®deltaの大腿骨ボールヘ
ッドに、セラミックの破損は１件も確認されな
かった。また同じように、エミリア・ロマーニ
ャ州の関節形成術レジストリーの評価において
も、BIOLOX®deltaの大腿骨ボールヘッド（28、 
32、36mm）を使用した6,004例のインプラン
トに、セラミックヘッドの破損は１件も確認さ
れなかった。一方、BIOLOX®deltaのインサート
は、0.13％の破損率を示している。
 
　その原因として、Toni氏は、手術中にセラミ
ックインサートを寛骨臼カップ*に挿入する際の
過失と前方開角が過大なカップ・アライメント
を挙げ、そのため、インピンジメントとmicro-
separationが起こったと述べた。Toni 氏は外科
手術のフィルム映像を見せ、正しいコンポーネン
ト・インプラントのやり方をはっきりと示した。
インプラントの誤りは術中可及的に修正すべきで
あるとしている。
 
　大径CoC大腿骨ボールヘッドを使用すると、
脱臼のリスクを軽減し、大きな可動域を得るこ
とができる。しかし、Toni氏は、40mmを超え
る直径の大腿骨ボールヘッドを使用するまでに
は、さらなる研究結果を待たなければならない
と推測している。

* 詳細な情報は、本号の「セラミックコンポーネントの合併症
の発生率－最新情報Complication Rate of Ceramic Compo-
nents – an Update」（16～19頁）の記事をご覧下さい。

「アルミナCoCベアリング・カップル
は、15年のフォローアップの後、高いサバ
イバル・レートを示し、十分な実績が示さ
れた。骨溶解は全く確認されていない。」

- Young-Hoo Kim医学博士、 PhD

トライボロジーへの注目
2012年第13回EFORT会議のハイライト  

　ヨーロッパの整形外科団体の統括組織（EFORT）、第13
回会議が、2012年５月23～25日、ベルリンで開催され、
約100カ国の国から9,000名以上の整形外科医および科学者
が参加した。「トライボロジー・デイ」は、この年のヨーロ
ッパの専門家のための最重要イベントの中でも特に注目すべ
きイベントとなり、ヨーロッパ以外の国から多数の参加があ
った。セラニュースでは、ベアリング・カップルの最新の調
査結果に関する論文や議論を追跡した。
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研究：
CoCによって脱臼のリスクが軽減 – 30年
間のCoPとの比較結果  

　晩発性股関節不安定症はPE摩耗が原因の可能
性がある。しかし、正確なメカニズムについて
は十分にわかっていない。PE摩耗粉が炎症反応
を引き起こし、その結果、関節包の弛みを起こ
し、不安定症をもたらすと考えられている。1

　Philippe Hernigou氏（フランス）は30年間
に126名の患者（252例の股関節）に対し、股
関節の片側にCoC（アルミナ）、もう一方の側に
CoPを使用した治療を行い、後ろ向き研究の調
査結果を報告した。手術時の平均年齢は50（30
～60）才であった。すべての事例で、同じ種類
のセメント大腿骨ステム、およびセラミック大
腿骨ボールヘッド（32mm）を後方アプローチ
法でインプラントした。この結果、CoP THAの
脱臼率は１年後の２％から徐々に上昇し、10年
後には4．5％、20年後には８％、30年後には
13％になった。PE摩耗粉の量と脱臼率の間に相
関関係はなかった。CoC THAの脱臼率は１年後
に２％を示した後、変化がなかった。

　Hernigou氏はこの注目すべき結果は、２つの
ベアリング・カップルの関節包組織の組織学的違
いに原因にあるのだろうと予測した。CoC THA
の場合、関節包組織は引き締まっており繊維性
であった（図１）が、CoP THAの場合は、柔ら
かく、弾性が大きかった（図２）。これはポリエ
チレン粉の放出によって引き起こされるのだろ
うと思われた。

CoC THAでは、引き締まった関節包組織は脱臼
を防ぐ役割を果たす。

　Hernigou氏のこの研究には、EFORT 表彰委
員会から、2012年EFORT口演論文賞（EFORT 
Free Paper Award 2012）が授与された。

Philippe Hernigou医学博士、PhDは、 
Université Paris Est（フランス）の整形外
科学会長であり、クレテイユにあるHôpital 
Henri Mondorの整形外科部長である。ま
た、国際股関節学会および国際整形災害外
科学会（SICOT）のメンバーでもある。
専門は股関節・膝関節の外科処置、骨髄移
植、および幹細胞研究である。

図１：CoCベアリング・カップルを移植した場合の関
節包組織

図２：CoPベアリング・カップルを移植した場合の関
節包組織

出 典 ： フ ラ ン ス 、 ク
レ テ イ ユ 、 H ô p i t a l 
Henri Mondorの
Philippe Hernigou医
学博士、PhDのご厚意
による。

1 2
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ケーススタディ：
破損しているが転位していないセラミック
インサートの診断評価

　Roozbeh Shafafy 氏（英国）は、セメント
レスCoC THA手術の10ヶ月後に原因不明の股関
節きしみ音（squeaking）を生じた82才男性患
者について報告した。患者の症状は軽度であっ
た。Ｘ線画像では、インプラントのアライメント
は正常で、異常はまったく見られなかった。しか
し症状が続いたため、３ヶ月後に、Ｘ線透視画像
を使用して検査を行った。破損しているが、転位
は起こしていないセラミックインサートが透視下
に観察された。これにより、Ｘ線透視の利用は、
転位のないセラミック破損を発見できる簡単で効
果的な方法であることが示された。Shafafy 氏
は、股関節のきしみ音を真摯にとらえ、徹底的
に診断評価しなければならないと主張した。

研究：
セラミック大腿骨ボールヘッドの使用によ
りXPE摩耗率が最高で40％減少

　Javad Parvizi 氏（米国）は、第２世代の
XPEを使用した500名の患者と、第１世代のXPE
を使用した150名の患者に関する複数施設の研
究の初期結果を発表した。どちらのグループに
も、メタルとセラミックの大腿骨ボールヘッド
（BIOLOX®delta）および同じインプラントシス
テムが使用された。３年後、第２世代XPEを使
用した患者グループの年間摩耗率は、MoXPEの
場合が0.125mm、CoXPEの場合が0.075mm
であった。一方、第１世代XPEを使用した患
者グループの年間摩耗率は、MoXPEの場合が
0.105mm、CoXPEの場合が0.076mmであっ
た。この研究により、セラミック大腿骨ボール

ヘッド（BIOLOX®delta）を使用すると、第１世
代XPEと組み合わせた場合は、28％の摩耗率減
少、第２世代XPEと組み合わせた場合は、40％
の摩耗率減少を達成することが示された。

レジストリー：
XPEインサートとPEインサートの10年間
の結果

　Richard de Steiger 氏（オーストラリア）
は、オーストラリアの関節形成術レジストリー
のデータを調査し、XPEインサートとPEインサ
ートの10年間の使用結果を発表した。MoXPEの
再置換率は4.7％、MoPの再置換率は7.1％であ
った。一方、CoXPEの再置換率は6.3％、CoP
の再置換率は8.2％であった。しかし、再置換術
の理由はすべて記録されており、それによると、
これらの結果が直接ベアリング・カップルに起因
するものとは言えない。.

研究：
テーパー固定の弛みに起因する大径MoMイ
ンプラントの金属摩耗から生じた有害反応

　Christoph H. Lohmann 氏のワーキンググ
ループ（ドイツ）は、EFORTトライボロジー
委員会から、トライボロジー賞（EFORT Free 
Paper Award 2012）を授与された。 
 
　Lohmann 氏ら科学者は、大径大腿骨ボール
ヘッドを使用したMoM関節再置換術114例を分
析した。再置換術は、平均46（26～68）ヶ月
後に行われた。61例の放射線学的調査結果にお
いて、骨溶解と弛みの兆候が見られた。注目すべ
き事象は、偽腫瘍の形成と広範囲の壊死を伴う関

EFORT（つづき）

出典：CeramTec
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節滲出液であった。また、リンパ球浸潤が106例
確認され、内８例にはマクロファージが多く見ら
れた。すべての組織試料にコバルトとクロムの粒
子が見られた。
 
　本事例の94％で、手術中にテーパー固定部の
弛みが確認された。また、同部の腐食も明らかで
あった。106例のすべての事例において、チタニ
ウムと鉄が確認され、問題はステムテーパーとヘ
ッドテーパー間の摩耗によるものであることが明
らかになった。

　本研究で、組織反応は、テーパー固定の弛みによ
りコンポーネントの腐食が起こり、それによって生じ
た副作用であることがわかった。科学者らは、大径大
腿骨ボールヘッドを使用したMoMインプラントは、
今のところ、初回股関節形成術には勧められないと
結論づけた。

研究：
MoMベアリング・カップルとテーパー固定
術に起因するメタル摩耗

　Antoni Nargol 氏（英国）は、同じ大腿骨
ステムシステムを使用した180例のMoPインプ
ラント（28mm）と262例のMoMインプラン
ト（36mm）の比較研究の結果を発表した。10
年後のMoPグループの再置換率は3.6％、6.5
年後のMoMグループの再置換率は10.3％であ
った。再置換の理由はほぼ同じで、MoMグル
ープの19例の再置換は、金属粉による有害反応
（ARMD）が原因であった。ARMDが起きた寛
骨臼カップの設置角と前方開角は、すべて、安
全な範囲内にあった。
 
　メタル摩耗はベアリング・カップルの問題、お
よび、大腿骨ステムとメタル大腿骨ボールヘッド
間の固定の問題の２つが原因であった。ボールヘ
ッドのテーパーを高倍率の顕微鏡で検査したとこ
ろ、チタン大腿骨ステムテーパーによる摩耗の痕
跡が相当量確認された。結論として、Nargol 氏
は大径大腿骨ボールヘッドを使用するMoMイン
プラントのフォローアップ調査を今後行う際に
は、テーパー固定の評価に注目しなければなら
ないと述べた。

　また、様々な製造元の111例の摘出MoMイン
プラント（大径大腿骨ボールヘッド）を分析し
たところ、Nargol氏は全体の66％のテーパー固
定部に摩耗を確認することができた。寛骨臼カ
ップのアライメントが適切であるにもかかわら
ず、摩耗による弛みが確認されるのはこれが理
由であるかもしれない。Nargol氏によると、こ
の問題はMoPベアリング・カップルにも言える
ことで、示唆に富む問題であるとNargol氏は考
えている。

　また、MoMの場合、摩耗量の増加と偽腫瘍の
発生の間に相関関係がないことも、Nargol氏は

指摘した。したがって、ARMDは各患者の免疫
反応という観点から理解しなければならない。

レジストリー：
大径ボールヘッドを使用したMoM関節形成
術の高い再置換率 – 様々な組合せが摩耗問
題を引き起こしているかもしれない

　Keith Tucker 氏（英国）は、英国のレジス
トリー・データ（イングランドおよびウェール
ズにおける国立関節レジストリー）を調査し、
大径ボールヘッドを使用したMoM関節形成術が
５年後には、従来型のTHAに比べ、はるかに再
置換率が高いことを示した。大径ボールヘッド
を使用したMoM関節形成術では、メタル摩耗と
ARMDの頻度が高かった。このレジストリー・
データ評価では、それぞれ異なるメーカーが製
造した大腿骨ステムと大腿骨ボールヘッドが組
み合わされていた例が、多く見受けられた。12
／14のテーパー形状には何も基準がないため、
このことが主要な摩耗問題を引き起こしている
かもしれない。

　トライボロジー・デイの創始者、Karl Knahr 
氏（オーストリア）は、シンポジウムの最後に
ベアリング・カップルの選択に関する考えを述
べた。Knahr氏は10年前にMoM関節の使用をや
めたと報告した。高齢の患者には、CoXPEカッ
プルを使用している。その他の患者には、可能
であれば、CoC関節（BIOLOX®delta）と直径
36mmのボールヘッドの使用を勧めている。ま
た、手術の成果については、どのような形態のイ
ンプラントを使っても、外科医の技術が重要であ
るとほのめかした。

本報告書は、Martin Ihle医学博士（ベルリン）の協力
により編集した。

Reference:
1 Coventry MB. Late dislocations in patients with Charnley total 
hip  
arthroplasty. J Bone Joint Surg-Am 1985;67:832–841
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BIOLOX® シンポジウム

ベアリング・カップル－成功へのカギ?!
2012年５月19－20日に、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスにおいて
開催された、第14回BIOLOX®国際シンポジウムからのハイライト

　BIOLOX®シンポジウムが、今回初めて、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスで
開かれた関節置換術における現在の概念（the Current Concepts in Joint Re-
placement, CCJR）春季大会と連動して開催された。これにより、世界各国から
ラスベガスに集結した参加者は、専門分野における熱い意見交換を行うことができ
た。さらに、第14回BIOLOX®シンポジウムの会長であるJavad Parvizi氏（the 
Rothman Institute in Philadelphia）、科学委員会会長のSeth Greenwald氏の
ご努力により、画期的かつ科学的なプログラムが作り上げられた。 

　 冒 頭 の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン に お い て 、 
Richard H. Rothman 氏（米国）は、股関節形
成術について、その発達の歴史と現状を説明した
上で、外科医学における最も成功を収めた手法と
して称賛した。世界各地のケア・センターの中に
は、術後10年のサバイバル・レートが99％を超
え、すでにかなりの成果を出したと報告したとこ
ろもある。しかし、彼らも決してこれで満足した
わけではなく、より長期に渡るデータの必要性を
主張した。
 
　Rothman氏は、聴衆に対し、新しく革新的な
技術は一般に、新しいリスクを伴うであろうこ
とを指摘した。氏の意見では、外科医は従ってど
の臨床的問題を解決したいのかを正確に定義し、
新しい技術が従来型より勝ることを実証する、エ
ビデンスに基づいたデータの存在の有無を徹底的
にチェックしなければならない。さらに、氏は
MoMベアリング・カップルには将来性が無いこ
とを認めている。Rothman氏がおもに使用する
のは、50歳未満の患者にはCoCベアリング・カ
ップル、50歳から70歳までの患者にはCoXPE
ベアリング・カップル、70歳を超える患者には
MoXPEベアリング・カップルである。

　ベアリング・カップルの現状についてのプレゼ
ンテーションは、John Fisher氏（イギリス）
とMichael M. Morlock氏（ドイツ）が議長を
務める第一セッションで行われた。

最新情報： 
THAとTKAにおけるベアリング・カップル
　Stuart B. Goodman氏（米国）は、THAと
TKAにおける異なるベアリング・カップル素材
の利点と限界を比較した。Goodman氏による
と、テーパー接合部に起因する大径MoMインプ
ラントの摩耗を報じる文献に、関心が集まってい
る。氏は、市場に出ているもので、製造過程にお
いてかなりの違いが見られる多数の架橋ポリエチ

レンについて考察した。架橋ポリエチレンについ
ては、従来型ポリエチレンよりも、中期における
摩耗率がより低い。
 
　股関節形成術における架橋ポリエチレンの使用
に関しては、中期結果が入手可能であるが、膝関
節形成術に関しては、それがない。Steven M. 
Kurtz氏（米国）は、自身のプレゼンテーション
の中でこの問題についても提起した。ある分析に
よれば、膝関節形成術における架橋ポリエチレン
の短期結果についての報告は、わずか２つの臨床
研究しかない。Kurtz 氏は、股関節および膝関節
形成術における第２世代架橋ポリエチレン使用の
結果を調べる臨床研究をもっと行うべきである、
と訴えた。

　Justin Cobb氏（イギリス）は、別々の製造
会社で作られたMoMベアリング・カップルは非
常に異なり、とりわけ金属組成とデザインの点で
は、大きな違いがある、と指摘した。こうした相
違点に不適切な手術手技が重なったと考えると、
女性患者の場合や、ある種のデザインのMoMを
使用した場合に見られる、受け入れがたいほどの
結果のばらつきに説明がつくのかもしれない。

　Aldo Toni氏（イタリア）は、進行していく 
微動摩耗（fretting corrosion）の問題を取り
上げた。氏が言及した文献によると、大径メタ
ル・大腿骨ボールヘッド（36－40mm）の除
去されたステムを複数例調べたところ、全ケー
スの42％において、テーパー連結部の腐食が検
知されたとのことである。１氏自身は、40mm
径のBIOLOX®OPTION大腿骨ボールヘッド
（BIOLOX®deltaの大腿骨ボールヘッド、チタニ
ウムのスリーブ）を使い、この種の心配をしたこ
とはなかったが、より多くの臨床データが望まれ
ると訴えた。
　Toni氏は、大径大腿骨ボールヘッド付きの
CoCベアリング・カップルが、おそらくは最善
の選択であるとし、2005－2010年の間に、 

「股関節全置換術は、医学の歴史において最も
恩恵をもたらしてくれる手術です。この手術の安
全性、効果、耐久性を保持していきましょう。」

- Richard H. Rothman氏   MD, PhD（米国）

「現在のところ、股関節にせよ膝関節に
せよ、第２世代高架橋ポリエチレンの結
果を、系統的に調べている臨床研究が少
なすぎるのです。」

- Steven Kurtz氏, MD （米国）
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BIOLOX®forteとBIOLOX®delta（32、36、 
40mm）使用のCoC THAが3774例、Rizzoli 
Hip Registerに記録されていると報告した。

　XPEにおける疲労破損が、TKAでの金属摩耗
に対する過敏反応や骨溶解に、何等かの役割を
演じているのかもしれない。この考え方は、後
に Javad Parvizi 氏（米国）が座長を務めるセ
ッションで、症例報告に基づいて論証された。同
セッションでは、Wolfram Mittelmeier 氏（
ドイツ）とKantilal H. Sancheti 氏（インド）
もプレゼンテーションを行った。

　第二のセッションでは、Justin Cobb氏
とAtsushi Kusaba氏（日本）が座長を務め、 
Thomas P. Schmalzried 氏（米国）が、生体
内における様々な摩耗測定法について考察した。 
John Fisher 氏と James P. Waddell 氏（カ
ナダ）は、摩耗に関する結果についてのプレゼン
テーションを行った。 

研究：
極端な条件下での生体外摩耗測定におい
て、摩耗が少ないのは、BIOLOX®forteよ
りもBIOLOX®deltaである

　John Fisher氏（イギリス）は、通常の条件
下において、BIOLOX®deltaは摩耗のレベルが
低めであること（≲0.05mm３⁄million cycles）
を報告した。設置角を65°にまで増しても、摩
耗や stripe wear は増えなかった。トランス
レーション・エラー*（マイクロセパレーショ
ン）が存在いてしても摩耗増加は抑えられてい
た（0.13mm３/million cycles）が、大腿骨
ボールヘッドには stripe wear が現れた。し
かし、BIOLOX®deltaで見つかったstripe wear
は、BIOLOX®forteに現れたものより、有意に小
さな程度にとどまった。対照的に、MoMベアリ
ング・カップルは通常条件下で、３mm３/million 
cyclesから５mm３/million cyclesの摩耗率を示
した。 Fisher 氏は、トランスレーション・エラ
ーは、すべてのベアリング・カップルにおいて 
stripe wear の増加をもたらすことを指摘した。

研究：
60歳未満の患者を８年間フォローアップし
た結果、摩耗が少なかったのは、CoPより
もCoCだった

　James P. Waddell 氏（カナダ）は、60歳
未満の55人の患者に行ったCoC、CoPのTHA
について、長期の無作為予測研究の中期結果を

発表した。CoCベアリング・カップルは30症例
で、CoPベアリング・カップルは26症例で使用
された。28ミリ径のヘッドが使われた。
 
　CoCグループの平均年齢は、41.5（19－56）
歳、CoPグループの平均年齢は42.8（31－56）
歳であった。フォローアップの平均期間は、８年
であった。２つのグループ間で、中期の臨床スコ
アにおける差異はなかった。しかしながら、X線
像上、年間線摩耗率における有意差が見とめら
れ、CoCグループで0.02mm、CoPグループで
0.11mmであった。
 
　Waddell氏は、CoCベアリング・カップル
は、安全で長期耐久性のあるオプションであ
り、これによって、PE摩耗の引き起こす金属イ
オンと骨溶解関連の潜在リスクを回避できる、
と結論付けた。

研究：
５ 年 の フ ォ ロ ー ア ッ プ の 結 果 、 6 5 歳
未 満 の 患 者 に お い て 、 摩 耗 が 少 な い の
は、MoP、MoXPEよりもCoCであった

　James P. Waddell氏（カナダ）も、また、 
CoC、MoP、MoXPEのTHAに関する無作為予
測研究からの、臨床ならびに放射線結果の報告を
発表した。平均年齢53（19－64）歳の91人の
患者に対し、102例のTHAが行われた。すべて
の症例において、28mm径ヘッドが使われた。
５年後、87人の患者をフォローアップ検査する
ことができた。３グループの間で、中期の臨床
スコアにおける差異は認められなかった。CoC
グループでは、３例の軋み音が見られたが、再
置換を要するほどのものではなかった。
　しかしながら、X線像上、摩耗率における有意
な差異が表れた。年間のlinear wear率は、CoC
グループで最低の0.006mm、MoXPEグループ
で0.059mm、MoPグループで0.151mmであっ
た。

　パネル・ディスカッションの座長を務めた
のは、William J. Maloney氏（米国）であっ
た。参加者は、Fares H. Haddad氏（イギリス）、 
Christian Hendrich氏（ドイツ）、Richard 
H. Rothman氏（米国）、Aldo Toni氏（イタリ
ア）William L. Walter氏（オーストラリア）で
あった。各種ベアリング・カップルに関連する治
療の失敗例、その原因や対処の方法について考察
がなされた。股関節に関する問題、ベアリング・
カップルに起因する合併症、その解決法ならびに
臨床経験についての議論が、さらに３セッション
を通じて続けられた。これらのセッションの座長
は、James P. Waddell氏（カナダ）と Karl 
Knahr氏（オーストリア）、Donald S. Garbuz 
氏（カナダ）と Stephen B. Murphy氏（米
国）、Steven M. Kurtz氏（米国）と Carsten 
Perka氏（ドイツ）であった。
経験を積んだ専門家として、 Michael D. Ries 
氏（米国）、Craig J. Della Valle 氏（米国）、 

「悪条件下での生体外シミュレーション
テストでは、BIOLOX®forteセラミック
に比べ、BIOLOX®deltaセラミックの摩
耗率は低かった。」

- John Fisher 氏（イギリス）



14

C
er

aN
ew

s 
2 

/ 2
01

2

Matthew S. Austin氏（米国）、Yonggang 
Zhou氏（中国）、Hee-Joong Kim氏（韓国）、 
Robert Legenstein氏（オーストリア）、 
Jean-Yves Lazennec氏（フランス）、 
Michael Morlock 氏（ドイツ）の各氏は、手術
手技、インプラントや個々の患者といった具体例
を含めた要素について分析を行った。
 
　特筆すべきなのは、Raghu Raman 氏（イギ
リス）が報告したCoC THA（BIOLOX®delta）
４年後の結果と、再置換に使われたCoC（BIO 
LOX®delta）の３年後の結果についてのプレゼ
ンテーションであった。

研究： 
65歳以下の患者におけるCoC—４年間のフ
ォローアップの結果、骨溶解の症例なし

　Raghu Raman氏（イギリス）は、502人の
患者 に お け る 5 1 9 例 の C o C  T H A （ B I O L 
OX®delta、36mmと40mm）についての、長
期の無作為予測研究の優秀な臨床・放射線学的
結果について報告した。平均年齢は64.9（11
－82）歳であった。平均的なフォローアップ期
間は、46か月であった。ライナーの脱転・移動
はなかった。手術時操作の問題により、後にセ
ラミック・インサートが破損した症例が、１例
あった。CT画像では、寛骨臼周辺での摩耗は、
見られなかった。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、４年後で100
％であった。インプラントが正しく取り扱われ、
適切なインプラント・テクニックで施術されるな
ら、CoCでの目覚ましい臨床結果が得られる、
とRaman氏は結論付けた。

研究：
股関節再置換におけるCoC－３年間のフォ
ローアップの結果、骨溶解の症例なし

　Raghu Raman 氏（イギリス）は、また、セ 
ラミック再置換ボールヘッド（BIOLOX®OPT 
ION, 36mm,40mm）使用の臨床結果について、
プレゼンテーションを行った。138例の再置換術
において、BIOLOX®OPTION大腿骨ボールヘッ
ドが、BIOLOX®deltaインサートと組み合わせて
使用された。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、３年後で100％であ
った。ベアリング・カップルに関連する骨溶解、
脱臼あるいは合併症は見とめられなかった。

　Peter F. Sharkey 氏（米国）と Jun-Dong 
Chang 氏（韓国）が議長を務めたセッションで
は、ヨーロッパ、アジア、南北アメリカにおける

ベアリング・カップルの選択が詳細にわたり検討
された。

分析： 
世界におけるベアリング・カップルの使用
状況

　Gerald Pflüger氏（オーストリア）は、ヨ
ーロッパにおけるベアリング・カップルの使用
について、その概観を語った。氏は様々なデー
タベース（registry, Eucomed）を引用し、分
析した。ヨーロッパでは、使用されるインサー
トの４％がメタルであり、セラミックは24％、 
XPEは39％、PEは33％、となっている。大腿
骨ボールヘッドに関して、その内訳は、およそ
43％がセラミック・ボールヘッドで、57％がメ
タルである。Pflüger氏の意見では、ヨーロッパ
諸国におけるベアリング使用についての相違に
影響を及ぼす要因は複数あり、伝統や健康保険
制度の違い、人口が関与している、とのことで
ある。CoCとCoXPEに対する需要が高まる一方
で、MoM、MoP使用の割合が減少している、こ
れがヨーロッパの明確な傾向である、と氏は指
摘した。

　Kyung-Hoi Koo氏（韓国）は、大腿骨頭壊
死がアジアで最もよく見られる診断結果の一つ
であり、その有病者は非常に若く、平均年齢は
40から50歳である、と説明した。氏は、1998
年以来、CoCベアリング・カップルを使い続け
ている。自らの経験から判ったのは、このベアリ
ング・カップルを使うと、他のベアリング・カッ
プルを用いた患者に比べて、予後が良いことであ
った。氏の意見では、適切なインプラント・デザ
インを選択し、正しい手技で手術を行えば、セラ
ミックの破損と軋み音は回避可能だ、とのことで
ある。

　Jonathan P. Garino 氏（米国）は、北アメ
リカ諸国でのベアリング・カップルの選択は、
引き続き議論の的となっている、と指摘した。
メタル・イオンに起因する局所的・全身的な潜
在リスクをめぐる議論がなされ、大径ヘッドの
MoM THAの流行は下火になってきている。対照
的に、CoCベアリング・カップルとXPEベアリ
ング・カップルは、良い結果を出している。し
かしながら、CoCインプラントのデザインの中
には、軋み音が起こるものもあり、XPEベアリン
グ・カップルについては、各世代のXPEいずれも
長期データが不足している。

「この研究結果は、臨床的にも機能的にも素晴らしい
もので、セラミック・ベアリングを有するフルコーティン
グの人工股関節の使用を肯定するものです。」

－Raghu Raman氏（イギリス） 「10年にわたる研究で、セラミック・ベアリ
ングは見事な結果をもたらし、若年層の患
者の予後は、他のベアリングの場合よりも
良いのです。」

- Kyung-Hoi Koo 氏（韓国）

BIOLOX® シンポジウム（つづき）
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　Luiz Sergio Marcelino-Gomez 氏（ブラ
ジル）は、南アメリカで行われるTHAの割合
は、特に65歳以上の層で、近い将来大幅に増加
し、2030年までには３倍になると思われると
予測した。同時期において、20から55歳の人
口も約7000万に達する見込みである。南アメ
リカでは、CoCが最もよく使われているベアリ
ング・カップルである。ブラジルとアルゼンチ
ンでは、CoCベアリング・カップルの使用比率
は、すでに約50％に達している。Marcelino-
Gomez 氏は、南アメリカにおけるベアリング・
カップルの選択は、個々の国の健康保険方針によ
って影響されていると指摘した。

プレゼンテーションを行った人々は、一つの点
で同意した：CoCベアリング・カップルは、小
さな、あるいは無視できるくらいの摩耗しか出
さない、すなわち摩耗関連の骨溶解は、おおむね
避けることができる。とりわけ、コンポーネント
の慎重な取り扱いと正確なインプラント技術が、
成功するか否かの決定要因である。しかし、これ

は、すべてのベアリング・カップルについて言え
ることでもある。**
 
*さらなる情報は”トライボロジーへの注目”を参照。 
（この号の８ページ）
**さらなる情報は” インプラントのアライメントおよび様々な
ベアリング表面の臨床結果に対する注目”を参照。 
（この号の４ページ）

References:
1 Engh CA et al. Metal on Metal Local Tissue Reaction is Associated  
with Corrosion of Head Taper Junction. Poster 068, AAOS 2012

「多種類のベアリング・カップルの出現
と、ハイクロスリンクポリエチレンの長期
耐久性に対する疑問が湧き上がったこと
で、セラミック・オン・セラミック・ベアリン
グは、若い、活動的な患者にとって実行可
能な選択肢としての地位を保ち続けるで
しょう。」

- Jonathan P. Garino 氏（米国）

BIOLOX® Award 

　今年のBIOLOX®Awardは、ラスベガス・シン
ポジウムの場で、「アルミナ・セラミック股関節
ベアリングの表面粗さ：抜去インプラントとオ
ートクレーブ処理（で劣化させた）およびシミ
ュレーター試験後のサンプルとの摩耗比較」の 

Ian C. Clarke 氏（米国）、「膝関節形成術におけ
るメタルアレルギーの組織学的所見およびサイト
カインパターン―低アレルギー性物質での再置換
後、回復した症例」の Peter Thomas 氏（ドイ
ツ）に贈られた。

BIOLOX®Award贈呈式にて：
BIOLOX®Symposium会長のA. Seth Greenwald
氏、受賞者Ian C. Clarke氏（Orthopedic Re-
search Center, Lom Linda University, USA）
とDieter Burkhardt氏（CeramTec） 

BIOLOX®Symposium会長のJavad Parvizi氏、受
賞者Peter Thomas氏（Klinik für Allergologie 
und Dermatologie der Ludwig-Maximilians-
Universität, Munich）とDieter Burkhardt氏
（CeramTec）（左から）

第14回
BIOLOX®Symposium
の受賞記事およびその他
の記事には、ここからア
クセス。

お祝い申し上げます!

Heinz Mittelmeier氏は、10月に85回目のお誕生日を迎えられま
した。CeramTecは、股関節形成術におけるセラミック使用のパ
イオニアである氏にお祝いを申し上げるとともに、変わらぬご健
康をお祈りいたします。

1970年代、Mittelmeier氏は、摩耗を最小化するため、ドイツ
では初めて使用するボールヘッドの材質をメタルからセラミッ
クへと切り替えました。氏のこれまでの業績を讃えて、ドイツ
整形外科学会（DGOOC）は、CeramTecと提携して、Heinz 
Mittelmeier Research Prizeを設け、ドイツ整形外傷外科学会
（DKOU）開催時に毎年、贈呈しています。 

写真提供：W.Mittelmeier, M.Haenle, Leben für die Orthopädie, Shaker-
Verlag 2011
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BIOLOX®forte / BIOLOX®delta（1/2000 – 6/2012）

BIOLOX®forte In % BIOLOX®delta In %

大腿骨ボールヘッド/ 
生体内セラミック破損 100,000の内21 0.021 100,000の内1 0.001

販売された大腿骨ボールヘッド
の総数 297万 161万

インサート/生体内セラミック
破損 100,000の内38 0.038 100,000の内26 0.026

販売されたインサート総数 99万 80万

図２：2000年１月から2012年６月までに報告されたBIOLOX®コンポーネントの生体内破損率。 
出典：CeramTec

詳細情報

セラミック・コンポーネントの合併症発症率－最新情報

一般的な合併症

　股関節形成術後の合併症発症率についてのデ
ータは、症例研究１により異なるが、2.2％から
27.5％の間で変動している。無菌性のゆるみ、
脱臼、感染が、股関節再置換の主要原因として
挙げられている。2,3,4,5

股関節インプラントの破損率

　BIOLOX®セラミック製の大腿骨ボールヘッド
とインサートの破損は、股関節形成術において
は、稀にしかない合併症である。レジストリー
データによれば、すべての再置換術のうちの1.3
から3.3％という比較的低い割合が、インプラン
ト破損が原因で行われたものである（メタル、P
Ｅ、ＸPE、セラミック・コンポーネント）。2,3,4,6 

Australian registry７では、再置換が必要となる
要因の0.6％がインサート破損（セラミック、メ
タル、PE、XPE）である。関節形成術における
メタル・コンポーネント疲労破損の起こる頻度
は、セラミック・コンポーネント3,7破損の場合
よりも多い。大腿骨ステム破損（図１）のリス
クは、100,000例のインプラント・ステムのう
ち、およそ270例（0.27％）となっており、セ
ラミック・コンポーネント4破損のリスクよりも
高い。

BIOLOX®コンポーネントの破損率

　 結 果 の ク オ リ テ ィ を 記 録 す る た め に 、 
CeramTecは、15年以上前に、社の内部クレ
ーム・データベースを公開した。データベース
の現在の統計的評価におけるすべてのデータ
は、2000年１月から2012年６月（図２）まで
にCeramTecに報告された合併症に関連してい
る。

 
　上記期間中、およそ458万個のBIOLOX®
大 腿 骨 ボ ー ル ヘ ッ ド （ 約 2 9 7 万 個 の
BIOLOX®forte 大腿骨ボールヘッドと約161
万個のBIOLOX®delta大腿骨ボールヘッド）
とおよそ179万個のBIOLOX®インサート（約
99万個のBIOLOX®forteインサートと約80
万個のBIOLOX®deltaインサート）が供給さ
れた。同期間中に報告された、生体内破損の
BIOLOX®forte大腿骨ボールヘッドの合併症発
症率は、0.021％（100,000のうち21）、 
生体内破損のBIOLOX®delta大腿骨ボールヘ
ッドについては、0.001％（100,000のう
ち１）であった。BIOLOX®forte大腿骨ボ
ールヘッドに比べて、BIOLOX®delta大腿骨
ボールヘッドでは、20倍低い破損率を達成
できた。BIOLOX®forteインサートの生体
内破損率は、0.038％（100,000のち38）、 
BIOLOX®deltaインサートについては、0.026％
（100,000のうち26）であった。

　一方、BIOLOX®delta素材は、セラミック大腿
骨ボールヘッドとセラミック・インサートの標準

図１：大腿骨ステム
の破損　　
出典: CeramTec

1
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素材としての地位を確立した。BIOLOX®deltaイ
ンサートは、現在までに販売された、BIOLOX®
インサートすべてのおよそ90％を占めている。
（図３）

　BIOLOX®delta大腿骨ボールヘッドで得られた
臨床経験とは対照的に、BIOLOX®deltaインサー
トの合併症発症率における明らかな改善は、未
だ見られていない。セラミック・インサート破損
の最も一般的な原因としては、例えば、挿入時の
インサートのアライメントが取れていない、など
の取り扱い上の不備、カップとインサートの接触
面に介在した異物（例：組織、骨、セメント）に

よる汚染、カップ内のインサートの固定不足、手
術中の寛骨臼テーパーへの損傷（図４－６）、不
適切な組み合わせと、インピンジメントなどがあ
る。10,11,12,13,14,15,18

　より大きなヘッド径へと向かう傾向により、メ
タル・シェルは薄くなった。このため、プレスフ
ィット固定の際に変形しやすくなりかねない。そ
れゆえ、正しい手術手技でインプラントの際に
は、細心の注意を払うことが重要である。セラミ
ック・インサートの挿入時には、外科医は正確に
手術を行わなければならない。個々の使用説明書
には、上記の点が詳細にわたり記述されている。

　早期の不具合発生、一定の条件下での素材の摩
耗はもとより、摩耗特性の劣化を避けるために、
カップとステム・インプラントに対してインサー
ト（セラミック、メタル、XPE、PE）正確な位
置に挿入することが手術手技上必要である。患者
側からみればよいインプラントを使ってもらうだ
けではなく、よい医者に手術をしてもらうことが
重要、ということになる。

　最適な股関節機能、人工股関節の長期耐用性は
股関節形成術の一義目的である。適切な手術手技
により亜脱臼やインピンジ、可動域制限を生じな
いようにすればセラミック・オン・セラミックの
ベアリング・カップルの場合摩耗率は非常に小さ
くなり摩耗による骨溶解を予防することが可能で
ある。

BIOLOX®forte BIOLOX®delta
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図３：2003年１月から2012年１月までに供給され
たBIOLOX®forteとBIOLOX®deltaインサートのパ
ーセンテージ分布  
出典：CeramTec 

図４：51歳女性、右股関節の臼蓋形成不全
性変形性関節症（Crowe Ⅱ）、セメントレ
スCoC THA（BIOLOX®forte）、初回手術
より７年６か月経過後のセラミック・インサ
ート破損。

5 64

図５：摘出されたインプラント、セラ
ミックの破片 (BIOLOX®forte)

図６：不具合の原因は明らかであった：手術中の写真が示すよう
に、メタル・シェルのエッジにスクラッチと変形がある（矢印）。
初回手術の際に、不適切な器具が使用されたため、メタル・カッ
プが損傷を受けていた。

出典：草場敦先生（神奈川県海老名総合病院人工関節リウマチセ
ンター）のご厚意により、掲載。
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合併症発症率を抑える方策

整形外科医ならびにインプラント製造業者との緊
密な協力関係のもと、CeramTecは、BIOLOX®
コンポーネント、特にインサートの合併症発症
率をさらに抑えるという目標を追求しています。

⃝セラミック・インプラントの取扱いに関して
は、CeramTecからの専門家が外科医とORスタ
ッフへの訓練・教育コースを行い、お役にたち
ます。

⃝CeraFacts（USBスティック）により、初回
手術、再置換術のためのセラミック・インプラ
ントについて、インプラントの扱い方も含めた

総合的な情報を提供します（外科手術ライブ・
ビデオ、動画、臨床技術インフォメーション）。
これは、CeramTecあるいはインプラント製造
業者を通じて入手可能です（fax参照）。

⃝ウェブサイトwww.biolox.jpでは、文献参照
はもちろんのこと、セラミック・インプラント
の正しい取り扱い方法についてのヒントとコツ
もご覧になれます。

⃝インプラント製造業者が、インサート挿入時の
ミスアライメントを回避するため、挿入用器具を
提供します。

詳細情報（続き）

図８：挿入器具の扱い方（動画から）
出典: CeramTec

図９：挿入器具（前臨床試験中）
：BIOLOX®deltaインサートの挿入
出典: CeramTec、Christian Hendrich
氏（MD,PhD,Orthopaedic Hospital 
Schloss Wemeck,ドイツ）のご厚意によ
り掲載。

図10：挿入器具（前臨床試験中）：イン
サータによってBIOLOX®deltaを挿入した
後、外科医は指を使って（「フィンガー・
テスト」）、メタル・コンポーネントのエ
ッジがセラミック・コンポーネントのエッ
ジと同じ高さであるかどうかをチェックす
る。出典： 図９を参照

* Kristin Winterfeld, Sales Manager,  
OHST Medizintechnik AG, Grünauer Fenn 3, 14712 Rathenow, 
Germany 
Phone +49 3385 542027, Fax +49 3385 542099,  
e-mail: k.winterfeld@ohst.de, http:/www.ohst.de/en/home 

インサータ（図７－10）は、BIOLOX®インサ
ートをメタル・カップに確実に挿入するため、
特別に開発された器具です。適切なインサート
使用により、挿入時のインサートのミスアライ
メントを回避できます。視界確保が困難な手術
時においても、同様に回避可能です。

BIOLOX®インサートを挿入した後、最後に「フ
ィンガー・テスト」（図10）を行わねばなりま
せん。術者はカップのエッジを触診し、ライナ
ー（インサート）が正しい位置にあることを確
認します。：メタル・コンポーネントのエッジ
が、セラミック・コンポーネントのエッジと同
じ高さになるようにしなければなりません。

挿入器具は現在、承認プロセスの最中です。ご
興味をお持ちの外科の先生方は、インプラン
ト・サプライヤーを通じて入手可能ですので、
そちらにご連絡ください。*

BIOLOX®インサート用挿入器具に関して、さらに
情報をお求めの方は、器具製造業者*に直接お問い
合わせください。ライナー・ハンドル

取り付け装置
コネクタ

セラミック・インサート（セラミック・ライナー）

図７：BIOLOX®インサート用挿入器具
出典： CeramTec

スマートフォンでQR
コードをスキャンし
て、BIOLOX®インサ
ート用の挿入器具に
ついてのさらなる詳
細情報をダウンロー
ドしてください。

8 9 10

⃝新製品：BIOLOX®インサート用の挿入器具
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デザイン
 
　さらに、モジュラー・プレ・アッセンブルド・
システムとアッセンブルド・モノブロック・システ
ムでは、メタル・カップとセラミック・インサート
が連結されており、外れににくくなっています。ま
た、モジュラー式BIOLOX®deltaインサートのデザ
イン最適化モデルのエッジを丸めることにより、合
併症発症率の明らかな低下が見られます。

　モジュラー・プレ・アッセンブルド・システムと
アッセンブルド・モノブロック・システムを使用する
と、手術中セラミック・インサートを挿入する際に起
こりがちな、扱い方の不備による合併症の発症をかな
りの程度まで回避できるという利点があります。

　モジュラー・プレ・アッセンブルド・システム
（図11）においては、すでに工場で行われている
特殊な手法で、スタンダード・セラミック・イン
サート（XLW）が、スタンダード・メタル・カッ
プにプレスして入れ込まれます。このシステムが
使えるのは、ヘッド径が28mmから40mmの場合
です。プレ・アッセンブルド・システムの最初の
臨床例についての報告が、出版されています。16,17

　アッセンブルド・モノブロック・システム（図
12）は、カスタムメードの薄型セラミック・イ
ンサートが、カスタムメードの薄型メタル・シェ
ルにプレス圧着されています。このシステムが使

えるのは、ヘッド径が32mmから48mmの場合
です。薄型メタル・シェルを使うことで、より小
さな外径のカップが、より大きな内径のセラミッ
ク・インサートと組み合わせやすくなります。し
たがって、より大きなヘッド径が、小さめの骨盤
であっても使えるようになるのです。

　2010年以来、およそ30,000個のBIOLOX® 
deltaインサートが、モジュラー・プレ・アッセ
ンブルドとアッセンブルド・モノブロック・シ
ステムに使用するために販売されており、Ceram 
Tecへの失敗例の報告はありません。

　エッジを丸めたデザイン最適化モジュラーBIO 
LOX®deltaインサート（a）（図13）では、エッジを
丸めることで、エッジ強度と自動求心調整が有意に
高められ、インサート挿入は、テーパー部分の延長
（b）によって容易になります。このため、インサー
トの挿入がよりスムーズに進められるのです。

　現在までに販売された約100,000個のコンポ
ーネントに基づいた調査で、デザインが最適化さ
れたモジュラーBIOLOX®deltaインサートは、
約80％低い生体内破損率を示しました。
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5 Norwegian Arthroplasty Register, http://nrlweb.ihelse.net/eng/default.htm
6 Emilia Romagna Register of the Orthopaedic Prosthetic Implants 
(Italy), https://ripo.cineca.it
7 Ellenrieder M, Bader R, Mittelmeier W. Komplikationen nach 
endoprothetischen Eingriffen. In: Krukemeyer MG, Möllenhoff G (Hrsg.). 
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A progress to avoid ceramic liner breakage. Abstract 26778, 17th 
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図11：モジュラー・プレ・
アッセンブルド・システム
出典： CeramTec

図12：アッセンブルド・モ
ノブロック・システム
出典：CeramTec

図13：エッジを丸めたことによるデザイ
ン最適化（a）と延長されたテーパー部
分（b）
出典：CeramTec
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基礎科学

セラミックの臨床データ

　Hari P. Bezwada 氏（米国）は、サンディ
エゴで開催された関節再建術国際会議（Interna-
tional Congress for Joint Reconstruction）
で、股関節形成術におけるCoCベアリング・
カップルの使用について報告した。氏の判断で
は、CoCがベアリング・カップルとして最善の
選択である、とのことである。CoCは、PEベア
リング・カップルと比べて、ほとんど摩耗がな
く、そのため摩耗関連の骨溶解を防いでいる。ま
た、過敏反応は起きないとされている。さらに氏
は、第４世代のセラミックでは破損のリスクが非
常に低いことを報告し、股関節再置換において、
再置換用セラミック・ボールヘッド*の使用で広
がる可能性があることを指摘した。Bezwada 氏
は、また、長期的にめざましい結果を残すために
は、インプラント・コンポーネントを正しい位置
に挿入することが重要だと語った。

*BIOLOX®OPTION (CeramTec)
Bezwada HP.「 THAにおいて、セラミック・オン・セラミック
をベアリングに選ぶのが、ベストである理由」（Why cramic-on-
ceramic is the best bearing option in THA.）The International 
Congress for Joint Reconstruction San Diego 2012における
プレゼンテーション。

研究：
CoC THA-14年間のフォローアップの結
果、骨溶解の症例なし

　菅野氏ら（日本）は、100例のセメントレス
CoC THA（BIOLOX®forte、28ｍｍ）を評価し
た。平均年齢は56（41－73）歳であった。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、14年後で95.7％であった。ク
リック音を報告した患者が１名いたが、再発は
なかった。破損したインサート（チッピング）
が１例見られた。

　患者は再置換術を受け、新しいCoCベアリン
グ・カップルをインプラントされた。骨溶解は
見とめられなかった。

菅野氏ら　第３世代アルミナ・セラミック・オン・セラ
ミック・ベアリング使用のセメントレス股関節全置換術
の11－14年間のフォローアップの結果。 J Arthroplasty 
2012;27(5):736–41

研究：
CoC THA-10年間のフォローアップの結
果、骨溶解の症例なし

　Yeung氏ら（オーストラリア）は、283
名の患者における301例のセメントレスCoC 
THA（BIOLOX®forte）を分析した。患者の平
均年齢は、58歳であった。
　術後のセラミック破損はなかった。ある１例で
は、手術中インサートを挿入する際に、チッピン
グが起こった。軋み音は１名にみられたが、再発
はなかった。この一連の対象において、最多の合
併症は大腿骨骨折であった（２％）であった。
摩耗関連の骨溶解は、見とめられなかった。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（Kaplan-Meier）は、99.6％であっ
た。CoCベアリング・カップルは、10年後に素
晴らしい臨床結果を示した、と著者たちは結論
付けた。

Yeung E氏ら　「セメントレス股関節全置換術における第３世
代アルミナ・オン・アルミナ　セラミック・ベアリングの中期
結果」（Mid-Term Results of Third-Generation Alumina-
on-Alumina Ceramic Bearings in Cementless Total Hip 
Arthroplasty.） J Bone Joint Surg-Am 2012;94;138–144

研究：
50歳未満の患者におけるCoC－10年間の
フォローアップの結果、骨溶解の症例なし

　後ろ向き研究において、Hsu氏ら（米国）
は、64名の患者（男性42名、女性22名）に対
する、82例のCoC THAの予後について報告し
た。平均年齢は、38.6（16.3－48.9）歳であっ
た。平均フォローアップ期間は10.1（10－12）
年であった。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（Kaplan-Meier）
は、96.3％であった。２例において、外傷によ
るセラミック破損（インサート）が発生した。
１人の患者において、軋み音が認められた。関
節不安定性、ゆるみ、あるいは無菌性のゆるみ
の兆候、などの症例は見られなかった。若い、
活動的な患者からなるグループでのCoCの予後
は、文献に記載されている年配の患者たちの予後
に匹敵するものである、と著者らは結論付けた。

Hsu JE.　最新のセラミック・オン・セラミック股関節全置
換術を受けた５０歳未満の患者の１０年間のフォローアップ
（Ten-Year Follow-Up of Patients Younger Than 50Years 
With Modern Ceramic-on=Ceramic Total Hip Arthro-
plasty.） Semin Arthro 2011;22:229–233

研究：
50歳以下の患者におけるCoC－７年間のフ
ォローアップの結果、骨溶解の症例なし

　Steppacher氏ら（米国）は、平均年齢42
（18－50）歳の305名の患者における350例の
CoC THA（BIOLOX®forte、102個の股関節に
28mm、240個の股関節に32mm、８個の股関

「結論として、セラミック・オン・セラミックを選ぶ
のが、若年層の患者にとってはより良い選択だと思
います。」

-Hari P. Bezwada, MD（米国） 
2012年６月「今日の整形外科」（Orthopedics Today）において。 
International Congress for joint Reconstruction San Diego 2012 in 
Zusammenarbeit mit Orthopedics Today,27.-29.04.2012, San Diego
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節に36mm）の予後を後ろ向きに評価した。全
症例の４％で、セメントタイプのステムが使用
された。フォローアップの平均期間は、７（２
－14）年であった。すべての再置換をエンドポ
イントとするサバイバル・レートは、97.2％だ
った。軋み音は５例に発生したが再発は５名とも
みられなかった。１例において（外傷のため）、 
ボールヘッドの破損が起こり、また、別の１症
例では、破損したインサートが見られた。脱臼
あるいは摩耗関連の骨溶解の症例は、見られな
かった。

Steppacher SDら　２－１４年後の５０歳以下の患者におけ
るセメントレスアルミナセラミック・オン・セラミックTHA
で見られなかった骨溶解（Absence of Osteolysis in Unce-
mented Alumina Ceramic-on-Ceramic THA in Patients 
Younger Than 50 Years After Two to 14 Years.） Semin 
Arthro 2011;22:248–253

研究：
20歳以下の患者におけるCoC－４年間のフ
ォローアップの結果、骨溶解の症例なし

　Finkbone氏ら（米国）は、平均年齢16（12
－20）歳の19名の患者における24例のCoC 
THA（28，32，36mm）の短期から中期の予
後について報告した。主な診断は、大腿骨頭の骨
壊死と若年性関節リウマチであった。フォローア
ップの平均期間は、4.3（２－10）年だった。す
べての再置換をエンドポイントとするサバイバ
ル・レートは、96％であった。セラミック破損
あるいは雑音は、起こらなかった。この研究に
より、上記の若い患者グループにおけるCoCベ
アリング・カップルの将来性のある結果が明ら
かになった、と著者たちは結論付けた。

Finkbone PR氏ら　２０歳未満の患者におけるセラミック・
オン・セラミック股関節全置換術（Ceramic-on-Ceramic to-
tal hip arthroplasty in patients younger than 20 years） 
J Arthroplasty 2012;27(2):213–199

研究：
CoC vs. CoP　10年間のフォローアップ
の結果、より高いサバイバル・レートと骨
溶解の症例なし 

　D’Antonio氏ら（米国）は、144例のCoC 
THA（BIOLOX®forte、大多数が32mm）と72
例のMoP THA（おもに28mm）のデータを比

較した。平均フォローアップ期間は10.3（10
－12.4）年であった。平均年齢は、54（21
－72）歳であった。CoCグループにおいては、
再置換率は3.1％で、MoPグループ（10.5％）
よりも有意に低かった。MoPグループでは、症
例のうち26％に骨溶解が認められた。その一
方、CoCグループでは、骨溶解は全く見られな
かった。CoCグループの２名の患者が、軋み音
があると報告した。しかし、臨床状況では、こ
れは再発しなかった。結果はCoCベアリング・
カップルの使用を支持するものであり、10年以
上のフォローアップを経ても高い成功率が見込
める、と著者たちは結論付けた。

D’Antonio JA氏ら　股関節全置換術におけるセラミック・
ベアリングは、１０年時点で、高いサバイバル・レートを
有する。（Ceramic bearings for total hip arthroplasty 
have high survivorship at 10 years.） Clin Orthop Relat 
Res.2012;470(2):373–381

研究：
８年のフォローアップの結果、CoPより低
いCoCの摩耗率  

　Lewis氏ら（カナダ）は、長期の無作為予測
研究を行い、その結果を報告した。研究は、26
例のCoC THAと30例のCOP THAを対象に、ベ
アリング・カップルにおける摩耗の程度を調査
した。すべての症例において、28mmの大腿骨
ボールヘッドが使われた。平均年齢は、42.2（19
－56）歳であった。フォローアップ期間は、５
－10年であった。平均8.3年経過のCoCベアリン
グ・カップルと、平均8.1年経過のCoPベアリン
グ・カップルの、線摩耗を測定した。CoCベア
リング・カップルの平均摩耗率は、0.02mm/年
であった。しかし、摩耗が確認されたのは、23
症例中12例のみであった。CoPベアリング・
カップルの平均摩耗率は、0.11mm/年であっ
た。CoCベアリング・カップルの使用は、若い
患者にとって安全で耐久性のある選択肢となる、
と著者たちは結論付けた。

Lewis Ｐ氏ら　股関節全置換術におけるアルミナセラミック・
オン・セラミックとセラミック・オン・従来型ポリエチレン
ベアリングを比較する無作為予測トライアル：６０歳未満の患
者における術後１０年までのフォローアップ。（Prospective 
randomized trial comparing alumina ceramic-on-ceramic 
with ceramic-on conventional polyethylene bearings in 
total hip arthroplasty: up to 10 years follow-up in pa-
tients under age 60.）J Bone Joint Surg-Br 2011;93-B, 
Issue SUPP III:253. Proceedings, COA 2010

「現在の研究によると、若い患者における
セラミック・オン・セラミックTHAでは、再
置換率も非常に低く、セメントレス・ステム
のための摩耗あるいは骨溶解もない。」

－Steppacher氏ら（米国） 
 In: Semin Arthro 2011;22:252

「セラミック・オン・セラミックベアリングは、活性化したメタ
ル・イオンや骨溶解性のポリエチレン摩耗粉の心配もなく、若
い患者の間で使える、安全で耐久性のある選択肢である。」

－Lewis氏ら（カナダ）
In: J Bone Joint Surg-Br 2011;93-B,Issue SUPP lll:253.Proceedings COA 2010
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トルコ

BIOLOX®deltaによるセラミックス使用への関心の飛躍的な増加
 
アンカラ　Hacettepe大学医学部　 
A. Mazhar Tokgozoglu医学博士へのインタビュー

トルコは、人口が今や7,500万人に達しようかという近代的で活力に満ち
た中東の新興国ですが、この数十年間にトルコにおける股関節形成術はど
のように発展してきましたか?

　ヨーロッパの他の国と同様、トルコにおける整形外科も1960年代初期
に劇的に変化しました。かつて一般外科の下位専門分野であった整形外科
は、米国や英国でフェローシップ研修を受けた外科医を伴い、ひとつの
学術分野として独立しました。パラダイムシフトが起き、整形外科診療科
は、最初大学の医療センターに、その後国立病院に設立されました。これ
らの整形外科医は、自分たちの指導者との関係を維持していたため、人工
股関節全置換術が可能になった時、トレーニングのため英国に行くことが
できました。帰国後、1970年代初期に大学病院で最初の人工股関節全置
換術が行われました。その後、人工股関節全置換術の施術数は、この分野
におけるトレーニングとともに劇的に増えたのです。

現在、トルコのTHAにおいて、議論の中心になっていることは何ですか?

　新しいベアリング表面とそれに関する経験が話題の中心になっていま
す。トルコには多くの臼蓋形成不全の若い患者、あるいは幼少期に異形成
症の治療を受けた患者がいるため、多数の初期股関節炎の患者がいます。
これらの患者は現在、股関節痛の治療を受けており、既に新しいベアリン
グ技術についての多くの情報をインターネット経由で得ています。

なぜ臼蓋形成不全は大きな問題なのですか?

　伝統との結びつきが強い国では、赤ん坊は常に巻き布にくるまれてきまし
た。この国の農村や東部では特にそうです。このことが臼蓋形成不全の原因
となり、知らず知らずのうちにトルコで大きな問題になってしまったので
す。また最近、ある論文研究でも、トルコの臼蓋形成不全の患者に、関節
弛緩症を引き起こすGDF-５遺伝子の有意な突然変異が起きていることが示
されました。このことは、トルコでは臼蓋形成不全が多く、恐らくそのた
めに、人工股関節全置換術の方が人工膝関節全置換術よりも多く行われてき
たということを示しています。胎児の健康管理の向上、新生児に対する効果
的なスクリーニング、および巻き布が広まらないようにするための教育によ
り、トルコにおける臼蓋形成不全の発症率は下がりました。また、新たな肥
満の蔓延に伴って、現在人工膝関節全置換術の施術数が増加しています。

トルコでは、何件の股関節手術および膝関節手術が行われていますか?

　残念ながら、我々にはレジストリがないので、毎年関節形成術が何件行
われているのか正確な数はわかりません。しかし、トルコでは毎年、約
26,000件の初回人工股関節全置換術と、およそ3,000件の再置換手術が行
われていると考えています。また、人工膝関節全置換術の施術数は現在、
年間40,000件に近づいていると考えています。

トルコで人工股関節全置換術が増えているのはなぜですか?

　他の国と同様に、人工股関節全置換術は当初、平均余命10年の患者のた
めの外科的処置でした。結果が向上するにつれて、人工股関節全置換術を
行う年齢が飛躍的に低くなりました。臼蓋形成不全が我が国で大きな問題
であり、これからも大きな問題であり続けると予想されるため、この処置
をより若く、より活動的な患者に対して用い始めることになったのです。
この10年間で、初期の関節炎に対する治療を求めている20代や30代の患

　A. Mazhar Tokgozoglu医学博士
は、トルコのアンカラにあるHacettepe
大学医学部の整形外科および外傷学の教授
である。博士の主要研究分野は、感染およ
び腫瘍に対する関節再建、特に初回および
再置換術である。2004年から2006年の
間、Tokgozoglu博士は、the European 
Hip Society（欧州股関節学会）会長であ
った。現在、博士はHacettepe大学医学部
の理事会メンバーであり、the European 
Federation of Orthopaedic and Trauma 
Surgery（EFORT／欧州整形外科・外傷
学会）のトルコ代表であり、EFORT財政
委員会のメンバーである。Tokgozoglu博
士はまた、科学雑誌「Hip International」
および「Orthopaedics Today Europe」
の編集委員を務めている。 

問い合わせ先：
Hacettepe大学医学部
整形外科・外傷学科
06100 Sihhiye 
Ankara, Turkey 
電話：+90 312 305 10 80
ファクス：+90 312 310 05 80
Eメール：mazhart@hacettepe.edu.tr
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者からの依頼を受けるようになりました。ポリエチレン技術がいかに進歩
しようとも、このように若く、非常に活動的な患者に対する解決策を提供
するのは困難なことです。 

トルコで今後数年間にTHAの焦点になることは何でしょうか?

　新しいベアリング表面とそれを用いた治療、とくにより大径の大腿骨ボ
ールヘッドの使用に大きな関心が寄せられていると感じています。しか
し、若い患者の大半がより小さな寛骨臼を必要とする臼蓋形成不全であ
り、そのため我々が大径ヘッドを使用する機会は限られているかもしれま
せん。最小侵襲手術への関心は、勢いがなくなりました。しかし、個人的
には、たとえそれが再置換の症例であっても、外科的侵襲を最小限にした
いと考えています。 

トルコでBIOLOX®セラミックスを使用するにあたり、どのような臨床的
な経験をされているのでしょうか?

　1980年代から、我々は、あまり高齢でない患者の股関節形成術におけ
る摩耗の問題と欠点をどのようにして克服するのかという課題について、
トルコにおける答えを探し求めています。1980年代にセラミック技術が
出現したことにより、複数のMittelmeierセラミック・オン・セラミック
人工股関節置換術が我々の施設で行われました。しかし、インプラント
の設計についての問題やその当時使用可能であったセラミックスの品質
の問題があり、初期の結果に我々は失望しました。その後、1990年代初
期に、アルミナセラミックス製の新しいインプラントがトルコで使用可
能になりました。しかし、破損の問題とその後起きた軋み音の問題によ
ってセラミックスの使用は普及しませんでした。その後、新しい世代の
BIOLOX®deltaセラミックスの登場により、セラミックスの使用に対する
関心が劇的に高まりました。2008年以降、我々は、若く活動的な患者に
対してBIOLOX®deltaセラミックスを使用し始めました。診療に対する政
府の償還を監督する団体、Turkish Social Security Administration（ト
ルコ社会保障庁）は、患者が６５歳以下の場合にはセラミックスの償還還
付を行っています。ですから我々は、若く活動的な患者のためのセラミッ
クス使用を当分差し控えています。現在まで、BIOLOX®deltaセラミック
スを使用した患者に、破損、摩耗関連の問題、あるいはきしり音は認めら
れていません。 

2013年に第14回EFORT会議がイスタンブールで開催されます 。 
Tokgozoglu教授は現地組織委員会および学術委員会のメンバーです。整
形外科医がこのEFORT会議に登録すべきである理由を具体的に挙げていた
だけますか?

　そうですね。イスタンブールは、ヨーロッパとアジアの合流点となってい
る美しい街です。この街は、何世紀にもわたって東洋が西洋と交わる場所で
す。イスタンブールは、何世紀にもわたって文明、異なる宗教的信仰そして
文化の坩堝で、興味と娯楽の町です。私は、会議に来られる方々が、この街
を楽しみながら、整形外科の知識に関する期待を十分に満たすことができる
と確信しております。我々は、すでに会議に出席することに対する強い関心
を感じています。学術的なプログラムは、最終段階に入っています。熱狂的
なシンポジウム、困難な症例についての双方向の議論、そしてトライボロジ
ーについてのセッションがその中に含まれています。会議の主要なトピック
スの１つは、トライボロジーについてのセッションにおける新しい技術につ
いての最新情報です。その中には、人工股関節全置換術におけるセラミック
スが含まれています。学会における発表で新しいセラミックスについての我
々の初期の結果をお見せしたいと考えております。私ならイスタンブールに
お越しになるこの機会を逃さないでしょう。
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セラミック・オン・セラミックベアリングについての臨床経験 
Remzi Tozun医学博士 

症例報告

症例１： Ficat stage IVの大腿骨頭壊死症に対するCoC THA

診断
　高用量のステロイドを投与されている全身性エリテマトーデス（SLE）
の29歳女性。両方の股関節がFicat stage IVであると分類された両側大腿
骨頭壊死（ON）（図１）。本患者は激しい関節痛と関節が自由に動かない
ことを訴えていた。 

治療
　両側同時セメントレスCoC THA（BIOLOX®forte；28mm）（図２）。本
患者は、痛みがなくなり、関節が自由に動くようになるという優れた臨床
結果を見せた。現在、本患者は社交ダンスやトレッキング、サイクリング
を楽しんでいる。術後10年経過で、両方の股関節が正常に機能していた。
（図３）

　Remzi Tozun医学博士は、トルコ、イスタンブ 
ールにあるAcibadem Maslak Hospitalの
Department of Orthopaedics, Traumatol-
ogy and Arthroplasty（外傷・関節形成・整形
外科）の科長である。専門は股関節手術と膝関
節手術である。Tozun博士は、Turkey Hip and 
Knee Arthroplasty Society（トルコ股関節・膝
関節形成術学会）会長であり、Turkish Society 
of Orthopaedics and Traumatology（TSOT／
ト ル コ 整 形 外 科 ・ 外 傷 学 会 ） 元 会 長 で あ
る。Remzi Tozun氏は、American Academy 
of Orthopaedic Surgeons（AAOS／米国整
形外科医協会）、the European Federation of 
Orthopaedic and Trauma Surgery （EFORT／
ヨーロッパ外傷外科連合会）、European Hip 
Society（EHS／ヨーロッパ股関節学会）およ
びthe Société Internationale de Chirurgie 
Orthopédique et de Traumatologie（SICOT）
のメンバーである。また、Tozun博士は、主に関
節形成術と再建手術をテーマとして、数多くの著
書や雑誌記事を書いており、臼蓋形成不全、骨切
り術およびベアリング表面に特別な関心を寄せて
いる。
 
　Remzi Tozun 博士は、トルコで利用可能に
なった直後の2001年よりセラミック・オン・
セラミック（CoC）ベアリングを使用してい
る。それまでに、Tozun博士は摩耗に関係し
た骨溶解を原因とする無菌性の不具合を数多く
経験していた。Tozun博士は、最初BIOLOX®
を使用し、その後BIOLOX®forteを使用し、現
在はBIOLOX®deltaのみを使用している。博士
は、主として、平均余命１５年を超える身体的
に若い患者に対してはCoCベアリングを選んで
いる。より高年齢層の患者に対しては、PEイン
サートと組み合わせたアルミナ大腿骨ボールヘ
ッド（BIOLOX®forte）を選んでいる。2001
～2011年の間に、Remzi Tozun博士は791件
のCoC THAを平均54（18～70）歳の652名の
患者に対して行った。平均追跡年数は6.6（１～11）
年である。

問い合わせ先： 
Acibadem Maslak Hospital 
Buyukdere Cad. No. 40 Maslak 
34457 Istanbul, Turkey 
電話: +90 212 304 4444 
Fax: +90 212 304 4414 
e-mail: tozun@superonline.com 
rtozun@gmail.com

図１：術前レントゲン写
真　SLEおよび両側性
Ficat stage IV　ONの
２９歳女性

図３：術後レントゲン写
真　両側CoCベアリン
グ・カップル　初回手術
後１０年経過

図２：術後レントゲン写
真　両側CoCベアリン
グ・カップル
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症例２：両側性Crowe type-IV股関節脱臼に対するCoC THA

診断
　両側トレンデレンブ
ルグ歩行を患ってお
り、左股関節に著しい
痛みを訴えている未
治療の両側発達性股
関節形成不全（DDH, 
Crowe IV）の36歳女
性（図１）。４ヶ月間
右手で杖を使用してい
る。 

治療
　大腿骨のステップ
カット骨切り短縮術
後に、左股関節に対す
るセメントレスCoC 
THA（BIOLOX®delta, 
28mm）を行った（図
２）。患者は、術後６
週間趾接地部分荷重
で歩行していた。その
後、徐々に部分荷重を
増やし、さらに６週間
後、全荷重となった。
彼女が、術後４ヶ月
後、楽に自分の全体重
を左股関節で耐えるこ
とができるようになっ
た段階で、同様の技法
と同様のインプラント
を用いて２回目のCoC 
THAが右股関節に対して行われた（図３）。臨床結果は優良であり、脚長
差はなく、トレンデレンブルグ歩行は完全に解消され、疼痛は消失した 
（図４）。

図１：術前レントゲン写真　両側性Crowe IV脱臼 図２：術後レントゲン写真　左股関節　大腿骨のステッ
プカット骨切り短縮術、CoC THA

図３：術後レントゲン写真　左股関節CoC THAの４
ヶ月後に行われた右股関節CoC THA

頭字語と詳細情報:

ARMD＝金属破片に対する有害反応
CoC＝セラミック・オン・セラミック
CoP＝セラミック・オン・ポリエチレン
CoXPE＝セラミック・オン・XPE
DDH＝発達性股関節形成不全
HHS＝ハリス･ヒップ･スコア
HR＝股関節表面再建術
MoM＝メタル・オン・メタル

MoP＝メタル・オン・ポリエチレン
MoXPE＝メタル・オン・XPE
PE＝ポリエチレン
ROM＝可動域
THA＝人工股関節全置換術
TKA＝人工膝関節全置換術
UHMWPE＝超高分子量ポリエチレン
XPE＝架橋ポリエチレン

図４：術後レントゲン写真　右股関節CoC THAの６ヶ
月後、左股関節CoC THAの10ヶ月後。患者は制限な
く全体重を支えることができている。

本号のCeraNewsのテーマに関する詳細情報、参考文
献およびリンクにつきましては、www.ceramtec.de/
biolox/ mediathek/ceranews-plus/をご参照く
ださい。
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研究・教育と交流
Robert Streicher医学博士へのインタビュー
　Robert M. Streicher医学博士は、2012年３月１日より
CeramTec社の医療技術分野における科学・臨床担当副社長
を務めている。また、生体材料分野およびトライボロジー分
野の専門家であるStreicher博士は、イタリアとスイスの大
学でも教鞭をとっている。博士は、International Society 
for Technology in Arthroplasty（ISTA／国際関節形
成技術学会）の総書記であり、数多くのの専門学会といくつ
かの科学雑誌編集委員会のメンバーでもある。CeraNews
は、博士の任務と目標、およびドイツメディアが現在繰り広
げている関節形成術の論争についてお話を伺った

博士はどのような資質と経験でCeramTec社に
来られたのですか?

　私は最初、合成材料工学を学び、その後ウィー
ンで機械工学を学びました。そして、さまざまな
産業部門で働きました。自動車・照明工学分野の
仕事をいくつかした後、1981年に私は大手医療
技術会社に入社しました。それ以来、私はこの分
野に従事し、材料・トライボロジー、生体力学、
シミュレーションおよび臨床研究の分野における
研究責任者などを歴任してきました。私は、基礎
研究、技術開発および臨床試験において、整形外
科用インプラントの研究開発に３０年以上携わっ
ています。

トライボロジーに興味を持たれたきっかけは何だ
ったのですか?

　医療技術における私の最初の職務の一つは、骨
セメントとポリエチレンの向上に取り組むことで
した。ポリエチレンを最適化する取り組みに関連
して、私は特に摩耗の問題を取り扱わなければな
りませんでした。ですから、私はごく始めの段階
から、材料の特性を確実に調べることができるよ
うな試験方法とシミュレーターを開発し始めまし
た。この時期に、私たちはいくつかの新しい材料
の組み合わせの開発や試験を行い、それらのうち
のいくつかは、今もなお流通しています。このよ
うなわけで、私は、関節形成術で使用されるすべ
ての周知のベアリング・カップルについても熱心
に取り組みました。1993年、私は人工股関節全
置換術のトライボロジーについての論文を書き
ました。私は10年以上、セラミックスに関する
トライボロジーの問題と生体力学的な問題に取
り組み、この分野で発表しています。 

それはあなたの教育者としての活動にも当てはま
るのですか?

　生体力学、トライボロジー、および、セラミ
ックスなどの生体材料は、私の教育者としての
活動において重要な役割を果たしていますが、
私はその他の問題についても教えています。例え
ば、Swiss Federal Institute of Technology in 

インタビュー

Robert Streicher博
士、CeramTec社医
療技術分野における科
学・臨床担当副社長

Zurich（ETH／チューリッヒ工科大学）では、
材料工学科の講師として「生体材料とドラッグデ
リバリーシステムのインターフェースにおける工
業的研究開発」について講義を行っています。ま
た、イタリアのUniversity of Varese（バレーゼ
大学）医学部では、生体材料・生体工学の教授を
務めています。この大学で私は整形外科学および
外傷学を専門とする医師に教えていますが、チュ
ーリッヒ工科大学では、材料工学、生物学および
薬理学のようなさまざまな専門分野の科学者に教
えています。  

CeramTec社の新しいポジションにおけるあな
たの役割は何ですか?

　私は、セラミックスの医学的応用分野における
すべての研究活動について責任を担っています。
それは、「どのようにセラミックスをさまざまな
ものに応用するのか。」「私たちがまだ知らない
ことは何なのか。」「最も緊急に研究が必要とさ
れる分野はどこか。」など、材料工学および臨床
評価の両方に関するものです。私たちは、常に既
存の技術を再評価し、新しい解決策を模索してい
ます。私の部門は、多数の科学的研究を監督し、
病院、科学機関および大学との連携を管理してい
ます。もちろん、私たちはCeramTec社の技術
開発部門とも緊密に連携しています。我が社の顧
客であるインプラントメーカーや医療機関、そし
て医師たちとトライボロジーの問題についてコミ
ュニケーションを取り合うこともまた、私にとっ
て非常に大切なことです。お客様の仕事、すなわ
ち私たちの仕事は、お客様がトライボロジーで何
が起こっているのかをはっきりと理解して初めて
成功します。この点において、追求すべき点がま
だまだたくさんあります。

どのような方法でコミュニケーションを取るおつ
もりですか?

　伝統的な方法は、関連する学術的イベントでの
講演です。現在まで、私は整形外科についてのさ
まざまなトピックで700回以上のプレゼンテーシ
ョンを行ってきました。そして、私はもちろんこ
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れを続けていくつもりです。関連する専門的な出
版物における研究結果の発表や、CeraNewsやそ
の他のニュースレターの記事も方法の１つです。
例えば、Executive Committee of the German 
Arthroplasty Registry（ドイツ関節形成レジス
トリー執行委員会）のような専門家委員会や、
材料分野のさまざまな専門学会ももちろん、私
がCeramTec社の代弁者として話す重要な公開
討論会です。さらに、私たちは医師を対象とした
トライボロジーについての総合的な訓練プログラ
ムを作る準備を進めています。CeraNewsでは、
計画が固まり次第、このプログラムについての報
告を行います。 

CeramTec社で成し遂げたいと考えている仕事
は何ですか?

　私が一番関心のあることは、関節形成術分野の
意志決定者やユーザーが患者のために熟慮された
選択をできるようにすることです。最良の治療法
を選択するために、また、適応症、インプラント
技術、追跡治療を決定する際および購入決定をす
る際に、意志決定者やユーザーは、製品がどのよ
うに機能するのか、そして、どの生体力学的側面
や材料科学関連特性を考慮すべきかを知る必要が
あります。必要な専門的知識を提供し、それをで
きるだけ幅広く、医師や病院以外にまでも、広め
ることが私の目標です。

現在あなたが考えていることは何ですか?

　健康保険会社の役員や政界の幹部もまた、患者
の幸福が究極的に左右されるかもしれない意思決
定に関与しています。彼らも同様に、現代のイン
プラント技術の可能性と、この技術がいまだ客観
的に限界を抱えている点を理解すべきです。信頼
できないとされている人工股関節全置換術につい
てのドイツのマスコミ報道によって引き起こされ
た、患者や医師、医療技術会社の不安を自分の好
きな方法で和らげることも私の目標です。高品質
で正しく設置されたインプラントが、ここ何十年
間確実に機能していることが、もう一度関係者に
とっての明らかな事実にならなければなりませ
ん。このことは、すべての臨床データや国内の
すべての関節形成術レジストリーによって立証
されています。術後10年の失敗率は、10%未満
です。90％を超える成功率は、他の多くの医学
分野においては夢想することすらできないほど
途方もなく大きな成果です。この数字は、信頼
できるインプラント会社が、50年間勤勉に非常
に優れた製品を作り続けてきたことの証でもあり
ます。これらのインプラントは、何百万人もの人
々の痛みを軽減し、生活の質を向上させるのに役
立っています。人工股関節全置換術は、最も大き
な成功を収めている費用効率が高い外科手術であ
るということを人は忘れるべきではありません。

THA トライボロジー：最新
情報の要点
Philippe Massin医学博士  著
　本書は、ハイクロスリンクポリエチ
レン、メタル・オン・メタルベアリン
グ、セラミック・オン・セラミックベ
アリングなど、人工股関節全置換術の
トライボロジーにおける最新の進歩に
ついての最新の論評を紹介している。

　クロスリンクポリエチレン： クロスリンクポ
リエチレンにおいては、遊離基を２つの異なる
方法、すなわち再溶融とアニーリングによって
排除することができる。ポリマーはその加熱工
程中に融点に達しないため、アニーリングのほ
うが、UHMWPEの結晶度に対する影響が少な
い。その結果、いくつかの遊離基が残る。これ
が、適度に架橋されたUHMWPEの摩耗性能の正
当性を立証するためには長期の臨床研究が必須
である理由である。この点において、Grimm氏
らの無作為研究は非常に興味深い。なぜなら、
その研究において、適度に架橋され、アニール
されたUHMWPEを使った場合の低い摩耗率と骨
溶解率が最初の13年の使用中に確認されたから
である１。

　Zietz氏らは、架橋UHMWPEは大径大腿骨
ボールヘッドとの組み合わせがよいとされて
いるが、シミュレーター試験における摩耗率が
28mm径のヘッドに比べて高くなったことを示
した２。しかし、Beck氏らによると、この差異
は架橋（クロスリンク）度が増加するとなくなっ
た３。いずれの症例においても、36mm径のヘッ
ドと44mm径のヘッドを使った摩耗率について
は、架橋UHMWPEのほうが従来型のUHMWPE
よりはるかに低かった。大径ボールヘッドの使用
によってライナーが薄くなることが、生体内での
ポリマーの機械的強度や疲労特性を損なうかどう
かはまだわからない。

　より最新の知見によれば、生体内ポリマーの
酸化を抑制することにより長期機械的特性を最
適化するために、抗酸化剤が架橋UHMWPEに
組み込まれた。Costa氏ら４が説明しているよう
に、UHMWPEにビタミンEを浸潤させる技術が
いくつか存在する。ポリマー内のビタミンの分
布がより均一的であるため、それらの中では、
混合添加UHMWPEが最良の解決策であるようで
あった。このポリマーは、再溶融過程がないた
め（他のポリマーの場合、遊離基を完全に取り
除く必要がある）、従来の架橋UHMWPEより優
れた機械的特性を示した。さらに、混合過程が
あるにもかかわらず、この架橋UHMWPEの耐摩
耗性は長期間高いままであった。事実、酸化生成
物の量（ケトン濃度）は、長期の実験期間中低い
ままであった。  

書評
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書評（続き）

　Philippe Massin医学博士は、Paris Diderot 
Universityの病院の一つであるパリのHôpital 
Bichat-Claude Bernardの整形外科医である。
博士は、French Orthopaedic Society（フラ
ンス整形外科学会）、European Orthopaedic 
Society（欧州整形外科学会）、European Hip 
Society（欧州股関節学会）、European Knee 
Associates（欧州膝学会）および European 
Society of Sports traumatology, Knee 
Surgery and Arthroscopy（ESSKA／欧
州スポーツ外傷・膝外科・関節鏡学会）の会
員である。2003年から2010年までMassin博
士 は、Société Française de Recherche en 
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 
（SOFROT）の会長であった。

問い合わせ先：
Philippe Massin, MD, PhD 
CHU Bichat-Claude Bernard 
46 rue Henri Huchard 
75877 Paris Cedex 18 
電話: +33 1 40 25 75 03 
Fax: +33 1 40 25 71 84 
e-mail: philippe.massin@bch-aphp.fr

　ビタミンEは、その遊離基に対する除去作用のため、架橋結合度を制限
するので、代替の方法がTraynor氏らによって示された５。ビタミンEが
UHMWPE粉に混合される時、加熱ではなく、純粋に機械的効果をあげる技
法によって、残存遊離基がアニールされる前に一定の線量の照射が行われ
た。これによって、最適機械的特性を持ちながら長期間にわたって抗酸化
性を示す架橋UHMWPEを作ることができた。

　メタル・オン・メタル　メタル・オン・メタルベアリングは、有望で
あったが、端部荷重やカップのアライメント不良の影響を非常に受けや
すいようであった。確かに、カップの急峻位設置や最適ではないインプ
ラントのデザイン（不適当なカバー角、関節面のクリアランス）は、滑
膜炎や偽腫瘍といった金属に対する有害反応（ARMD）を引き起こす摩
耗粒子が生成されることの説明になった。個々の患者の金属摩耗粉に対
する感受性もまた大きな要因になり得ると、Skinner氏らは述べた。6 
 
　同氏らの報告の通り、血清イオンレベルは、モジュール式人工股関節全
置換術で大径メタル・オン・メタルベアリングをインプラントとして使用
した患者のほうが、股関節表面置換術が行われた患者より高く、モーステ
ーパージョイントにおける腐食の問題を引き起こした。このことが、近
頃、ほとんどの著者が人工股関節全置換術で大径大腿骨ボールヘッドを使
用することに対して警告している理由である。7 

　セラミック・オン・セラミック 改良された第三世代セラミックスの登
場以来、セラミックスの破損はほとんど見られなくなった。Pokorny氏
とKnahr氏８によると、軋み音は大きな問題のままであるが、設計に関連
した問題のようである。どんな原因であれ、端部荷重、微小分離（micro 
separation）およびインプラント・アライメントなど、いくつかの原因が
認められた。しかし、現代の設計による開発によってセラミックスは極め
て稀な場合を除いて破損しなくなりそうである。

　Masson氏とKuntz氏の説明９によれば、セラミックスの最新のタイプ
には、平均粒径0.2マイクロメータの正方晶ジルコニウム粒子（全体積の
17%）が含まれる。劣化促進および反復荷重後に行われた試験結果が示す
通り、ジルコニアの正方晶から単斜晶への相転移は、物質内で微小クラッ
クが広がるのを防ぐのに役立つ。

最後に、Fisher氏は、現代のベアリング（メタル・オン・架橋UHM-
WPE、メタル・オン・メタルおよびセラミック・オン・セラミック）は、
標準的な歩行状態における摩耗性能に優れているが、端部荷重のような
過酷な摺動状態ではかなりの差異が見られると述べている。この点におい
て、セラミックスのボールヘッド（セラミック・オン・セラミックあるい
はセラミック・オン・メタル）にはかなりの利点があるようだ10。
　
1–10  参考文献はwww.ceramtec.de/biolox/mediathek/ceranews-plus/?qrc=ceranewsでご

覧ください。 

人工股関節全置換術　 
各種関節の摩耗挙動

187 p., ソフトカバー 
Springer, 2012
言語：英語
ISBN-10: 3642273602 
ISBN-13: 978-3-642-273605 
サイズ: 15,5 x 0,8 x 23,5 cm  
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BIOLOX® InsertsSafety Reminder

1. Position the cup in 
the Lewinnek‘s Safe 
Zone illustrated. Avoid 
using ceramic inserts 
when the cup is retro-
verted.

2. Remove osteo-
phytes in order to 
avoid impingement. 

3. Ensure that the cup 
and insert are compa-
tible.

4. The cup has to be 
clean and dry before 
placing the insert. 
Liquids and fat are not 
compressible and have 
to be removed from 
the cup. 

5. To protect the cup, 
place a swab into it 
and remove shortly 
before placing the 
insert. 

6. When using an 
insertion instrument, 
please follow its 
instructions for use 
carefully.

7. In order to check 
that it is correctly 
seated, run the finger 
around the rim of the 
insert. 

8. Fixation of the in-
sert is achieved by 
impacting with the 
appropriate impactor 
in axial direction. 

9. Never strike the 
ceramic insert directly 
with a metal hammer. 

10. Check the right 
position of the insert 
in the cup after 
fixation. (e.g. X-ray)

Always remember

• Make sure that the ceramic insert and the cup are compatible. 

• Make sure the position of the acetabular cup and its function 
is thoroughly checked by using a trial insert.

• Make sure that the metal shell is clean and not damaged. 

• Do not use an insertion instrument for impaction. 

• Carefully assemble the components. 

•  Don’t combine products from different manufacturers. 

• Do not use any BIOLOX® femoral insert that have been autoclaved 
and rapidly cooled, dropped to the floor, damaged or previously used. 

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

This information does not replace the instructions for use. The Information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (October 2012)       

CeraFacts
Comprehensive library, 
all about BIOLOX® 
ceramics, with helpful 
animations and videos 
for your clinical practice  
on USB stick

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Figure Source: CeramTec 
2 Figure Source: Prof. A. Kusaba (2009) 
4, 5 Figure Source: Prof. H. Kiefer (2011)

BIOLOX® Ball HeadsSafety Reminder

Fixation of the femoral ball 
head by gently impacting 
on the plastic femoral ball 
head impactor (multiple 
times are permitted) in 
an axial direction. Never 
strike the femoral ball head 
directly with the metal 
hammer.

1. Use taper protective 
cap and do not remove 
until immediately prior 
to placement of the trial 
femoral ball head.

2. Trial reduction with 
trial femoral ball head 
only

3. Careful cleaning 
and drying of the 
stem taper 

4. Correct handling of 
the BIOLOX® femoral 
ball head

5. Fixation of the 
BIOLOX® femoral 
ball head

6. Avoid intraoperative 
damage as well. 

The stem taper could 
become damaged intra-
operatively by surgical 
instruments.

The use of a trial head is 
required because the use 
of an actual ceramic head 
for trailing can modify 
the surface finish of the 
stem taper.

Place femoral ball 
head with clean, 
dry inner taper by 
gently turning it.

Make sure that third body 
particles (soft tissue, fat, 
cement or bone fragments, 
etc.) are not trapped in 
between the connection of 
the stem and ceramic ball 
head tapers.

Always remember 

• Make sure that the ceramic ball head taper and the stem taper are compatible.

• Make sure that the taper surfaces are clean and not damaged.

• Carefully assemble the components.

• Confirm proper assembly and then impact.

• Don’t combine products from different manufacturers.

Do not use any BIOLOX® 
femoral ball heads that 
have been autoclaved and 
rapidly cooled, dropped 
to the floor, damaged or 
previously used.

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

This information does not replace the instructions for use. The Information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (October 2012)       

CeraFacts
Comprehensive library, 
all about BIOLOX® 
ceramics, with helpful 
animations and videos 
for your clinical practice  
on USB stick

1, 2, 3, 6 Figure Source: 
Prof. D. Höntzsch (Tübingen, Germany)

4, 5 Figure Source: CeramTec 

Die hart/weich Gleitpaarungen Keramik/Polyethylen (PE), Keramik/Crosslinked Polyethylen (XPE), Metall (CoCrMo)/XPE wurden 
hinsichtlich möglicher Auswirkungen von Keramikpartikeln auf das Abriebverhalten (Dreikörperverschleiß) untersucht.  

Material und Methode

Kugelköpfe:  Aluminiumoxid-Matrix-Verbundwerkstoff   
 (BIOLOX®delta), CoCrMo 

Inserts:  Crosslinked UHMWPE 32 mm, UHMWPE 32 mm

Fremdpartikel: Aluminiumoxidkeramik (Al
2
O

3
)-Partikel    

 (BIOLOX®forte) 

Zwischen den Gleitflächen wurden Keramik-Fremdpartikel bis 5 mm 
eingebracht, um das Abriebverhalten bei simuliertem Dreikörperver-
schleiß zu testen (Abb.1–2).

Das Abriebverhalten von BIOLOX®delta- und CoCrMo-Kugelköpfen 
in Verbindung mit PE- u. XPE-Inserts wurde im Hüftgelenksimulator 
(Endolab® Rosenheim) getestet. Vor Testbeginn wurden Al

2
O

3
-Parti-

kel in die korrespondierenden Inserts eingebracht (Abb. 2). Während 
des Tests wurden weitere Keramikpartikel mittels der Testflüssigkeit 
(Kälberserum) den Gleitpaarungen zugeführt (Abb. 1). Die Gleitpaa-
rungen durchliefen jeweils 5 Millionen Testzyklen. Die Tests wurden 
entsprechend den Normen ISO 14242 Part 1 und 2 durchgeführt. Die 
Schädigung der Gleitpaarungsoberflächen wurde visuell beurteilt. Die 
Abriebmessung erfolgte gravimetrisch. 

Abb. 1: Zwischen den Gleitflächen einge-
brachte Keramikpartikel während des Tests

Abb. 2: Punkte 1–5, an diesen Stellen wurden  
Al

2
O

3
-Partikel vor Testbeginn eingebracht 

Gleitpaarungswahl bei Revision nach Keramikfraktur

Schlussfolgerung

Abb. 7–8: Metallose, 1,5 Jahre nach Metall/PE-Versorgung bei Keramikfraktur 
(Quelle: Prof. C. Lohmann, Orthopädische Universitätsklinik Magdeburg)

1. Von den bislang untersuchten Gleitpaarungen weisen Keramik/Keramik-Gleitpaarungen ein sehr 
geringes Abriebvolumen auf (Abb. 5) 9. Aus tribologischer Sicht stellt die Keramik/Keramik-Gleitpaa-
rung die beste Versorgung nach Keramikfraktur dar.8

2. Die zweitbeste Versorgungsmöglichkeit ist aus tribologischer Sicht die Keramik/PE-Gleitpaarung 
(UHMWPE oder XPE).

3. Die Verwendung der Metall/PE-Gleitpaarung nach Keramikfraktur ist kontraindiziert.1–5 Keramik-
partikel können in das PE-Insert eingepresst werden und zur hochgradigen Zerstörung des Metall-
kugel kopfes führen (Abb. 7–8).

Klinische Erfahrungen bestätigen die Testergebnisse.7 Für die Versorgung nach Keramikfraktur 
stehen BIOLOX®OPTION-Kugelköpfe aus dem Material BIOLOX®delta zur Verfügung.

Resultate

Keramik/PE und Keramik/XPE 

Die Testergebnisse mit Keramik-Fremdpartikeln zeigen, dass die 
Gleitpaarungen Keramik/PE und Keramik/XPE Versorgungsmöglich-
keiten nach Fraktur einer Keramikkomponente darstellen, um abrieb-
bedingte Probleme durch Dreikörperverschleiß und damit verbun-
dene Komplikationen gering zu halten. Bei der Ke/XPE-Gleitpaarung 
war das Abriebvolumen des Kugelkopfes um den Faktor 1000 gerin-
ger als im Vergleich zur Me/XPE-Gleitpaarung (Abb. 6). Eine Quan-
tifizierung des Abriebs der PE- und XPE-Inserts war aufgrund der 
eingebrachten Keramik-Fremdpartikel nicht möglich. Nach 5 Mio. 
Zyklen ist die Integrität beider Oberflächen weiterhin gegeben und 
somit die Funktionalität der Gleitpaarung gewährleistet (Abb. 3–4).

Abb. 3: Oberfläche BIOLOX®delta 
nach 5 Mio. Zyklen

Abb. 5: Primärversorgung

Abb. 4: Oberfläche XPE Insert 
nach 5 Mio. Zyklen

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 6: Versorgung nach Keramikfraktur
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