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免責情報

本書は、当該分野の専門家、特に医師の方を対象としたものであり、それ以外の方に向けた情報ではありません。本書に記載された

製品や手技に関する情報は、あくまでも一般的な性質を述べたものであり、医学的なアドバイスや勧告を示すものではありません。

また、本書は、個別の症例に対する診断や治療の見解を含まないため、実際の治療にあたっては症例に応じた検査や診察が不可欠で

あり、本書の全体又は一部が症例に応じた対応を代替することは不可能です。

本書に含まれる情報は、医療専門家と弊社の資格要件を満たした社員によって、その知りうる範囲において収集、編集されたもので

す。使用され、提示された情報の正確さと理解しやすさを確保するため、最大限の注意を払っています。しかしながら、弊社は情報

の最新性、正確性、完全性と情報の質に対していかなる責任も負わず、また、本情報の使用によって生じるあらゆる有形または無形

の損失についても一切の責任を負わないものとします。

いかなる時期であっても本書の内容が一種の提案として解釈されうる場合、その種の提案にはいずれも拘束力はなく、書面による確

認が必要となります。
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1986年の発売以来、Wagner SLステム

はその簡易性と信頼性により、これま

で85,000例を超える使用実績を収めて

きました。良好な手術成績が世界各国

から報告され、数多くの臨床エビデン

スが論文発表されました。これらの論

文により、Wagner SLステムのデザイ

ンによる高い骨親和性が証明されてき

ました。

Wagner SLステムは、長年の歴史にお

いて数回の設計変更が行われました。

最後の設計変更でステムオフセットを

改良した結果、Wagner SLステムは人

工股関節再置換術のソリューションと

して、確固たる地位を築くことができ

ました。

Wagner SLステムは、円錐状のステム形

状に沿って縦型リブが付いています。こ

の縦型リブが、抜去インプラントの骨母

床より遠位の骨質の良い髄腔でセメント

レス固定されることで、高い固定性と回

旋安定性が得られます。それとともに、

欠損のある骨母床にブリッジングを行う

ことで、時間の経過とともに古い骨母床

にも活発な骨形成が生じ、骨欠損の補填

が期待できます。

Wagner SLステムでは、セメントレス

固定が重要な鍵を握ります。ラフブラ

スト処理のチタン表面では、骨結合

（オッセオインテグレーション）による確

実な二次固定が期待できます。良好な

骨再生のためには、古い骨母床で菲薄

化しがちな皮質骨は手術アプローチに

関わらず周囲の軟部組織から切離せず

に付着させておくほうが良いと考えられ

ます。菲薄化した皮質骨を健常に保つ

ことで速やかな骨再生が期待されます。

Wagner SLステムの手技では、骨欠損

とその周囲の軟部組織を慎重に扱い、

安定性の高いインプラント設置を行う

ことが要求されます。この要求が満た

されてはじめて、新たな骨形成と確実

なインプラントの固定性が期待できま

す。特に若年患者では、なるべく短い

インプラントを設置することが重要で

す。これは技術的に難易度の高い要求

であるため、経験豊富な股関節専門医

による再置換用インプラントの設置が

推奨されます。

Wagner SLステムのコンセプト
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適応
1.  初回手術もしくは再手術後に生じたイ

ンプラントの弛みによる再置換症例

で、広範囲に及ぶ骨吸収により皮質骨

の菲薄化と髄腔の拡張が進行し、通常

のインプラント設置が困難な症例。

2.  骨折や皮質骨の欠損により弛みを生

じた再置換症例。

3.  高齢者に生じた広範囲な粉砕骨折で

大腿骨近位3分の1に及ぶ症例。イン

プラントが適応となるが、標準的な

インプラント設置が困難な症例。

4.  骨折又は骨切り術後に大腿骨近位3分

の1に変形もしくは瘢痕が生じた症

例。ラスピングは困難だが、近位髄

腔のリーミングは慎重に行えば支障

なく行える、ワグナーコーンステム

は短すぎて適応とならない場合。

5.  大腿骨近位3分の1の変形で、インプ

ラント設置と同時に短縮骨切り術を

併用する症例。その際、Wagner SL

ステムは、骨切り術を安定させるた

めの髄内釘のように使用される。

禁忌
大腿骨骨幹部に重度の骨萎縮があり、

再置換術用インプラントの確実な設置

を行うことが困難な症例。

適応と禁忌
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目的
術前計画での最重要課題は、適切なス

テム長とステム径のインプラントを選

択することです。ステムおよび縦型リ

ブをどこまで髄腔内に挿入するかは、

骨質によって異なります。骨質はX線

像では正確に確認できないため、術中

におけるテーパーリーマーとトライア

ルステムの進み具合によってステム径

を選択できるように1㎜大きい径と1㎜

小さい径のステムを準備しておく必要

があります。

　

術前計画では、インプラントの弛みに

起因する脚短縮を補正し、古い骨母床

における骨欠損に応じて必要となる

Transfemoral approachの位置を決定し

ます。術前計画では、手術の各ステッ

プと順序を術前に検討できることが明

らかな利点です。十分な計画を経た手

術は自信をもって施行することができ

ます。術前計画において手術の詳細が

確定していることで手術時間を短縮し

て予想外の事故を防げることから、詳

細な術前計画が手術のクオリティを高

めます。

X線像
術前計画の基本情報は、拡大X線像か

ら得ることができます。弊社のテンプ

レート拡大率は10%です。

術前計画
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ステム長の選択
テンプレートをX線像上に置き、適切

なステム長と大腿骨の延長量を確認し

ます。

ステムはできる限り短くする必要があ

りますが、ステムを欠損のない遠位髄

腔に挿入する必要があります。ステム

骨頭中心を大転子先端に合わせて、ス

テム遠位端が古い骨母床から遠位7cm

を超える長さが必要です。左右の脚長

を等しくするためには、反対側の股関

節のX線像と比較する必要があります。

このため、ヘッドの高さと大転子先端

の高さが異なることがあります。

注： Wagner SLステムがステム先端の

みで固定される場合、あるいは、

固定部位が7cm未満の場合は、材

質疲労が起こる危険性があります。

ステム径の選択
術前計画用テンプレートを用いて、ス

テム径も確認します。ステム径が細す

ぎる場合は、重篤な不具合につながる

リスクがありますので、ここは術前計

画でも特に重要な部分です。

ステム固定部位は、骨溶解や骨折によ

り問題を生じた部位から遠位7cm以上

の部位に設定し、その固定部分におけ

るステム径を確認します。

術前計画用テンプレートの輪郭は、ス

テムの輪郭と一致します。正確なステ

ム径を選択するために、テンプレート

のステムの輪郭は、少なくとも7cmに

わたって両側で1mmずつ皮質骨に重な

り合う必要があります。この1mmの重

複は、縦型リブが骨へ噛み込むことや

リーミングによって皮質骨がわずかに

削られることを考慮しています。

術前計画に従ってインプラントの設置

を行った場合に最も起こりやすい問題

は、細すぎるステム径と長すぎるステ

ム長を選択することです。ステム径が

適切な場合、固定部位は長さ7cmで十

分です。

骨質による影響
髄腔のリーミングは、骨の抵抗が感じ

られるまで行い、通常は骨頭中心が大

転子の先端と同じ高さとなるようにし

ます。次に、固定部位の深さはトライ

アルステムを用いて確認し、必要に応

じてリーミングを追加し、ステム径を

大きくしていくことで適切に進めてい

きます。トライアルステムを使用する

ことにより、術中に骨質が変化しても、

インプラントを複数開封することなく

対処できます。

テンプレートを用いて適合するステム径を
確認します。テンプレートの輪郭を皮質骨
の輪郭に合わせますが、このステム径は小
さすぎます。

正しいステム径の場合、テンプレートの輪
郭は皮質骨の輪郭と1 mm重なります。
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術前計画の作図
テンプレートとX線像でステムサイズを

確認した後、術前計画を作図します。

最初に、臼蓋を含む腸骨の輪郭と使用

予定の臼蓋カップを図に描き、骨頭中

心を記入します。さらに、脚長補正の

予定値を確認できるようにするため、

大転子の先端（あるいは別の参照ポイン

ト）に印をつけて、術前の大腿骨の位置

を図示します（図1）。

次に、テンプレートをこの輪郭図の

下に敷きます。選択したステム径の

Wagner SLステムを生理学的にやや内

転させて、テンプレート上のステムの

骨頭中心を、さきほど記入したカップ

の骨頭中心に重ね合わせます。この輪

郭図にテンプレートのステムの輪郭を

描き写します（図2）。

図1

図2
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この輪郭図をX線像の上に置きます。X

線像を動かして、ステムの描画を髄腔に

合わせます。大転子の先端（あるいは別

の参照ポイント）で、脚長又は脚延長を

術前の位置と比較して確認します（図3）。

そして、大腿骨の輪郭と髄腔の輪郭を描

き入れます。また、手術中に位置確認を

行う目的で、抜去するステムの先端と古

いセメントマントルの遠位端を描き込み

ます。

次に、ステムサイズと必要な測定値をこ

の図に書き入れます。必要な測定値と

は、抜去するステム遠位端（A）、古いセ

メントマントルの遠位端（B）、使用予定

のWagner SLステムの遠位端（C）、そし

て、Transfemoral approachを予定して

いる場合は横断骨切りの位置（D）となり

ます（図4）。Transfemoral approachで用

いる横断骨切りの位置は、通常、骨欠損

の遠位端となります。ステム折損やロン

グセメントステムの場合には、例外が生

じることがあります。続いて、X線像の

拡大率が反映されたテンプレート上の定

規を使って、すべての測定値を算出しま

す。

図3

図4

参照ポイント
これらの値はすべて、術中にも特定しや

すい信頼性の高い参照ポイントを使って

計測する必要があります。大転子の先端

は術中に特定が可能で、スタインマンピ

ンでマーキングできることから、参照ポ

イントとしてほとんどの場合で使用され

ています。

重度の骨欠損では、大転子の先端が参照

ポイントとして使用できないことがあり

ます。この場合には、他に信頼できる複

数の参照ポイントを必要に応じて選択す

る必要があります。例としては、骨の隆

起、骨表面や内部に設置されたワイヤー

やスクリュー、特に重度の症例では、大

腿骨外側上顆や外側膝関節線を参照ポイ

ントとして用いる場合もあります。

Transfemoral approachでは、大転子を

縦方向に切断します。この手術では、大

転子の先端は参照ポイントとして、もは

や適切ではなくなります。この段階で

は、特にステム挿入の深さといった必要

な測定値は、作図で予定した横断骨切り

の位置から求めます。

A

B
D

C
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手術手技

ステップ1

患者を側臥位にします。大転子頂点か

ら約3cm後方に皮切を入れ、大殿筋と

大腿筋膜張筋の線維方向に沿って進め

ます。

ステップ2

大殿筋と大腿筋膜張筋を筋線維に沿っ

て分けます。大殿筋と大腿筋膜張筋を

レトラクトして、大転子と短外旋筋群

を露出させます。

ステップ3

坐骨神経を確認します。癒着性瘢痕組

織は切除します。大殿筋腱部の切離を

必要とすることはほとんどありません。

後方アプローチ
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ステップ4

梨状筋を含む短外旋筋群を、大転子の

筋腱付着部で切離します。脚をやや内

転させると処置が容易になります。次

に後方関節包を露出させます。

ステップ5

後方関節包を露出させた後、ホーマン

レトラクターを大腿骨頸部の頭側と尾

側の下に1本ずつかけて、臼蓋後縁を

レトラクターで保持します。

ステップ6

後方関節包を切開した後、股関節を屈

曲、内転させて、ステムをカップから

後方に脱臼させます。これで、弛んだ

ステムの抜去準備が整いました。
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ステップ7

髄腔内に残った骨セメントは手術器械

で破壊しながら完全に除去します。

ステップ8

骨母床から瘢痕組織と肉芽組織を慎重

に除去した後、モジュラー式のテー

パーリーマーを用いて古い骨母床を遠

位方向にリーミングして、大腿骨の髄

腔を少しずつ広げていきます。テー

パーリーマーに刻まれた溝は、Wagner 

SLステムの各ステム長における骨頭中

心の位置を示します。

テーパーリーマーは、ステム長を示す

溝が大転子頂部と同じ高さとなる深さ

まで進めます。適切な径に達した場合、

リーミングに対する抵抗が顕著に大き

くなります。ステム長は、術前計画で

予定したものを選択します。

ステップ9

ステムの設置位置を確認するためにモ

ジュラー式トライアルステムを使用し

ます。術前計画で予定したステム長の

プロキシマルトライアルと最後に使用

したテーパーリーマーの径と同じ径の

ディスタルトライアルを合わせてトラ

イアルステムを組み立てて、髄腔に挿

入します。トライアルステムは、イン

パクター／エクストラクターを用いて

最終的な設置位置まで押し進めます。
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ステップ10

仮整復では、術前計画で予定したネッ

ク長のトライアルヘッドをトライアル

ステムに取り付けます。前捻、可動域、

軟部組織の張力を評価します。

仮整復が終わったら、トライアルステム

を髄腔から抜去します。仮整復で望まし

い結果が得られなかった場合は、1㎜太

い、もしくは、1㎜細いステム径のイン

プラントを準備する必要があります。

ステップ11

インプラント設置では、インパクター

／エクストラクターをステムのショル

ダーにあるスクリューホールに嵌合さ

せます。その際に、インパクター／エ

クストラクター先端のポジショニング

ピンが奥まで達し、完全に動かなくな

るまで嵌合させる必要があります。ポ

ジショニングバーでは、膝を直角に曲

げて前捻を確認することができます。

Wagner SLステムを髄腔に入れ、ハン

マーで数回叩いて予定位置まで進めま

す。ハンマーで叩いていくたびに少し

ずつステムは髄腔の奥に向かって進ん

でいきますが、十分な安定性が得られ

たら、ハンマーで叩いてもそれ以上動

かなくなります。ステムが動かなくな

るとハンマーで叩く音も変化します。2

分ほど間を置いて叩くと、通常は骨の

弾性によりステムはさらに2～ 3mm奥

に進みます。最後に計測を行い、ステ

ムが術前計画通りの位置に設置できた

かを確認します。
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ステップ12

最終的な仮整復を行うため、トライア

ルヘッドをステムネックのテーパーに

取り付けます。軟部組織の張力を、伸

展させた脚を体軸方向に牽引して評価

します。牽引で生じるインプラントの

関節摺動面のスペースは2～ 3 mm以上

にならないようにする必要があります。

必要に応じて、長いネックのヘッドの

選択をします。脚が十分に伸ばせたら、

次に坐骨神経の張力を評価します。

インプラント周囲と皮質骨の間に空隙

が残っている場合は、粉砕骨を補填し

ます。

ステップ13

ステムネックのテーパーを十分に洗浄

した後、ヘッドインプラントを軽く捻じ

りながら設置します。ハンマーでイン

パクターを軽く叩き、ヘッドを嵌合さ

せます。
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手術手技

ステップ1

患者を側臥位にします。手術アプロー

チは後方アプローチの変法であり、皮

切は遠位に長くなります。大転子頂点

から約3 cm後方に皮切を入れ、大殿筋

と大腿筋膜張筋の線維方向に沿って大

腿骨外側上顆に向かい、大腿骨の3分

の2あたりまで皮切を進めます。

ステップ2

大殿筋と大腿筋膜張筋を筋線維に沿っ

て分け、大転子と外側広筋を露出させ

ます。

Transfemoral approach

弛んだステムを抜去した後、重度の骨溶解等により骨母床の皮質骨が菲薄化し、骨

欠損や骨折を生じることが頻繁にあります。このように古い骨母床に機械的抵抗

がまったく残っていないような重度の症例は、Transfemoral approachを用いて

Wagner SLステムを設置することができます。本手技で手術を簡略化し、所要時間

を短縮することができます。

ステム長225 mm以上のストレートステムでは、ステム先端が皮質骨前方に穿孔す

る可能性があります。このため、長いステムは、横断骨切りで前方設置リスクを軽

減できるTransfemoral approachによって設置が可能です。また、特に長いステム

が使われるのは広範囲骨欠損のある症例なので、Transfemoral approachが適応され

ます。

この方法は、精度の高い手術手技と緻密な術前計画が必要となります。これらを遵

守しない場合、重篤な周術期合併症が発生するリスクがあります。
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ステップ3

Transfemoral approachで外骨膜を露出

する際、術前計画で予定した横断骨切り

の位置にマーキングします。この位置は

抜去したステムの骨母床の遠位端となり

ます。スタインマンピンを大転子先端と

横断骨切りの位置に刺し、骨切りの長さ

を計測します。

ステップ4

横断骨切りの位置が、Transfemoral 

approachの遠位端となります。骨切り

は、大腿骨横断面の半周もしくは全周に

なりますが、全周の場合でも半周まで骨

切りしてから行います。前方と後方にド

リルホールを開けて印をつけた点で切断

部を区切り、皮質骨はこの2つのドリル

ホールを結ぶ線に沿って、鋭利なノミか

オシレーターで注意を払いながら骨切り

を行います。2つのドリルホールを結ぶ

長さが骨切りの幅となります。

ステップ5

大腿骨横断面の半周まで骨切りしたとこ

ろから、大腿骨粗線に沿って皮質骨が

分かれているところを骨切りにおける後

方の境界線とします。骨切りは近位に向

かって大転子の中間まで進めます。同様

に、中殿筋の付着部を約3cmほど剥離

しておきます。外側広筋の起始部の筋腱

は、中殿筋の緊張を和らげ、大転子の張

りを抑えるため、慎重に取り扱います。
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ステップ6

前方のドリルホールから近位に向けてチ

ゼルを刺していくことで、骨切りにおけ

る前方の境界線を刻みます。狭幅のスト

レートチゼルを使い、外側広筋の筋線維

の間から骨表面に当たるまで差し込みま

す。骨表面に当たったら、ノミを境界線

に向けて捻り、皮質骨に切り込みを入れ

ます。境界線に沿ってこれを何度か繰り

返します。このようにすると、筋肉が骨

表面から離れることなく、切離した骨片

への血液供給が保たれます。

重度に菲薄化が進んだ脆弱な皮質骨で

は、境界線を作る際にチゼルを髄腔ま

で刺して、骨をやや持ち上げてもよいで

しょう。

ステップ7

ボーンスプレッダーを後方の割れ目から

差し込み、慎重に切離した骨片を持ち上

げます。この際、皮質骨は前方につけた

境界線の刻み目で折れて、切離した骨片

を完全に開くことができますが、筋腱付

着部はそのまま保たれます。切離した骨

片を開いた後、ステムネック上の瘢痕組

織を切離すると、セメントが付着した状

態で弛んだステム全体が露出し、大腿骨

から容易に抜去できます。
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ステップ8

弛んだステムを抜去した後、臼蓋カッ

プが出てきます。必要に応じてカップ

も交換します。大腿骨ステムは直径

1.5mmのスチール製ワイヤーを二重に

締めることで骨折を回避できます。ワ

イヤリングの必要性は骨の強度によっ

て決定しますが、明らかでない場合は

必ず締結するようにします。ただし、

ワイヤーがステムに接触しないよう十

分に注意します。

ステップ9

テーパーリーマーを使って、髄腔を円錐

状に広げていきます。この際、テーパー

リーマーは抜去ステムよりも遠位を削り

ます。

ステップ10

抜去ステムが設置されていた骨母床周囲

の髄腔表面全体を細心の注意を払って新

鮮化します。
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ステップ11

ステムの設置位置を確認するためにモ

ジュラー式トライアルステムを使用しま

す。術前計画で予定したステム長のプ

ロキシマルトライアルと最後に使用した

テーパーリーマーの径と同じ径のディス

タルトライアルを合わせてトライアルス

テムを組み立てて、髄腔に挿入します。

トライアルステムは、インパクター／エ

クストラクターを用いて最終的な設置位

置まで押し進めます。

ステップ12

仮整復では、術前計画で予定したネック

長のトライアルヘッドをトライアルステ

ムに取り付けます。前捻、可動域、軟部

組織の張力を評価します。

仮整復が終わったら、トライアルステム

を髄腔から抜去します。仮整復で望まし

い結果が得られなかった場合は、ステム

径が1㎜太い、もしくは、1㎜細いインプ

ラントを準備する必要があります。
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ステップ13

インプラント設置では、インパクター／

エクストラクターをステムのショルダー

にあるスクリューホールに嵌合させます。

その際に、インパクター／エクストラク

ター先端のポジショニングピンが奥まで

達し、完全に動かなくなるまで嵌合させ

る必要があります。ポジショニングバー

をインパクターのハンドルに取り付けて、

前捻を確認しながら設置することができ

ます。

Wagner SLステムを髄腔に入れ、ハン

マーで数回叩いて予定位置まで進めま

す。ハンマーで叩いていくたびに少しず

つステムは髄腔の奥に向かって進んでい

きますが、十分な安定性が得られたら、

ハンマーで叩いてもそれ以上動かなく

なります。ステムが動かなくなるとハン

マーで叩く音も変化します。2分ほど間

を置いて叩くと、通常は骨の弾性により

ステムはさらに2～ 3 mm奥に進みます。

最後に計測を行い、ステムが術前計画通

りの位置に設置できたかを確認します。

ステップ14

最終的な仮整復を行うため、トライアル

ヘッドをステムネックのテーパーに取り

付けます。仮整復では、内転、屈曲させ

た状態で、関節の安定性を確認します。

軟部組織の張力を、伸展させた脚を体

軸方向に牽引して評価します。牽引で生

じるインプラントの関節摺動面のスペー

スは2～ 3 mm以上にならないようにす

る必要があります。必要に応じて、長い

ネックのヘッドの選択をします。脚が十

分に伸ばせたら、次に坐骨神経の張力を

評価します。
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ステップ15

ステムネックのテーパーを十分に洗浄し

た後、ヘッドインプラントを軽く捻じり

ながら設置します。ハンマーでインパク

ターを軽く叩き、ヘッドを嵌合させます。

これでステムの整復準備が整いました。

整復後、Transfemoral approachで切離

した骨片はステム前方寄りになりやすい

ため、外側に戻す必要があります。骨切

りを行った位置での離開は避けなければ

なりません。強度の高い縫合糸やワイ

ヤーで切離した骨片を固定する場合があ

ります。その際、ワイヤーがステムに接

触しないように注意を払います。金属製

のワイヤーは、摩耗による金属デブリや

インプラント腐食を引き起こすリスクが

あるため、ステム近位部のドリルホール

で固定しないでください。

大腿骨外側に欠損がある場合は粉砕骨を

補填します。大腿骨内側では自然に速やか

な骨化が進むため、大腿骨内側の欠損に

ついて特に注意を払う必要はありません。

最後に、大転子の2つの部分が合わさっ

たところで、縦方向に分離された中殿筋

腱と同様に、しっかりと縫合します。これ

らの構造は張力がかかる方向に沿って分

離されているために問題なく治癒します。

吸引ドレナージを挿入したら、重要な牽

引構造である大腿筋膜張筋を巾着縫合に

より修復します。

術後の処置

Wagner SLステムが大腿骨に正しく固定

され、高い安定性が得られた場合は、全

体重免荷が即日可能になります。臼蓋も

再置換している場合は、医師の判断にて

免荷期間を設定します。一般に、手術の

翌日又は2日後には患者を動かせるよう

になります。皮切が治癒し、神経筋協調

性が回復するまでは松葉杖の使用を推奨

します。非常に複雑な再置換例や骨質不

良例では、症例に応じた術後プロトコー

ルの計画を立てる必要があります。
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症例１

Transfemoral approach

ケーススタディ

8年前に初回設置したセメントレスステム
に弛みが生じた66歳の女性。重度のストレ
スシールディングが見られ、大腿骨皮質骨
が菲薄化している。

Transfemoral ApproachによるWagner SL
ステムへの再置換術後1年の様子。

術後2年でTransfemoral Approachの部位
に骨癒合が見られる。
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症例 2

人工関節周囲骨折

術後2年におけるモジュラー型再置換ステ
ムの2.5 cmの脚短縮を伴う大幅な沈下。軽
度の事故により広範囲にらせん状の骨折を
生じた。

術後3週間のX線像。Wagner SLステムが骨折部分を通りブリッジ
ングを行っており、軟部組織の除去は最低限となっている。ステム
先端が、大腿骨遠位部にしっかりと固定されている。

術後6週間のX線像。骨折部に活発な仮骨形成が認められる。患者
からは特に大腿部痛などの訴えはない。

らせん状の骨折の様子。前回の再置換術で
除去しきれなかったセメントの残存物が確
認できる。
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症例 3

後方アプローチ

セメントステムの初回設置後4年、61歳の
症例。表皮ブドウ球菌による慢性的感染。
重度の骨溶解を伴う感染性の弛みあり。

術後3週間のX線像。後方アプローチによる
再置換術後では、徹底的な洗浄を行い、骨
移植を行わず、Wagner SLステムのみ設置。

術後1年のX線像。欠損部が新生骨で埋め
られている。検査値は正常化した。
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症例 4

術後 9年の症例

58歳の女性。ロングタイプのセメントステ
ム設置後、5年経過。ステムは内反方向に
移動し、遠位外側皮質骨を穿孔。大腿骨近
位骨質が極度に低下し、短いステムの設置
は困難であった。

前世代のWagner SLステムのTransfemoral 
approachによる設置後3週間の様子。皮質
骨の菲薄化により、剥離骨は付着していな
い。

術後6ヵ月、剥離骨の治癒の兆候が見られ
る。大腿部の軟部組織の緊張により、剥離
骨がインプラントに押しつけられている。

術後9年、骨はさらなる回復を示し、骨結
合（オッセオインテグレーション）を示す確
かなX線学的兆候として、ステム先端に皮
質骨とのつながりが認められる。
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Ordering Information

 *ステム径14mmと15mmはネック長+7以上のヘッドは使用できません
**ステム径18mmと19mmはオプションです。

Φ20mmおよびステム長265mmはご要望に応じますので、担当者にお問い
合わせください。

Wagner SL ステム 
225 mm

12/14テーパー
セメントレス

Ti6Al7Nb 
Protasul®-100

ステム径 カタログNo
（mm）

14 01.00102.214*

15 01.00102.215*

16 01.00102.216

17 01.00102.217

18 01.00102.218**

19 01.00102.219**

Wagner SL ステム
190 mm

12/14テーパー
セメントレス

Ti6Al7Nb
Protasul®-100

ステム径 カタログNo
（mm）

14 01.00101.914*

15 01.00101.915*

16 01.00101.916

17 01.00101.917

18 01.00101.918**

19 01.00101.919**

225 mm190 mm 265 mm 305 mm225 mm190 mm 265 mm 305 mm
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サイズ表
オフセット

近位部

中間部

直径（リブ除く）

直径（リブ除く）

近位部

遠位部

直径
（リブ除く）

中間部

直径（リブ含む）

直径（リブ含む）

直径（リブ含む）

遠位部

ショルダー径

19
0m

m
の
場
合
、5

1

他
の
サ
イ
ズ
の
場
合
、5

2
中
間
長

1
0
4
㎜

イ
ン
プ
ラ
ン
ト
長

ネック長

リブ長

リブ長

リブ長

中間部 (mm)※ 遠位部 (mm)
直径

（リブ含む） リブ長 直径
（リブ除く）

直径
（リブ含む） リブ長 直径

（リブ除く）
ショルダー径

(mm)

サイズ 225 225 225 190 /225 190 /225 190 /225 190 225

14 14 1 12 10.37 1 8.4 15.75 17

15 15 1.2 12.6 11.37 1.2 9.0 16.75 17

16 16 1.3 13.4 12.37 1.3 9.8 17 17

17 17 1.5 14 13.37 1.5 10.4 17 17

18 18 1.6 14.8 14.37 1.6 11.2 19.74 21

19 19 2 15 15.37 2.4 10.5 20.75 21

近位部 (mm)

オフセット／ネック長 直径（リブ含む） リブ長 直径（リブ除く） 中間長※

サイズ 190 /225 190 /225 190 225 190 /225 190 225 190 225

14 42 59.4 14 15.37 1 12 13.37 0 34

15 42 59.4 15 16.19 1.2 12.6 13.79 0 34

16 42 59.4 16 17 1.3 13.4 14.4 0 34

17 42 59.4 17 17 1.5 14 14 0 34

18 44 62.2 18 19.37 1.6 14.8 16.17 0 34

19 44 62.2 19 20.19 2 15 16.19 0 34

※190㎜のステムには中間部はありません。
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