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Outcome results in the top 0.2% of a national database 
have been shown when the Exeter Hip system is used at a 
hospital in all cases of hip arthroplasty. The collarless, ce
mented Exeter hip system allows recreation of hip biomec
hanics due to its versatility in establishing an accurate cen
tre of rotation and the parameters of offset, leg length and 
version - all independently from each other. The use of this 
hip system with Mako robotic assistance in the accuracy 
and precision of hip replacement surgery. The robot also fa

cilitates the use of tissue-sparing approaches such as SPAI
RE and DAA increased functional outcome for the patient. 
Use of the Exeter Hip, the Mako Robot and a tissuesparing 
posterior approach (SPAIRE) that Saves Piriformis and ob
turator Internus, with Repair of obturator Externus (the 
only tendon divided) is described as the routine standard 
of care of the author.

Makoシステムは、ロボティックアーム、カメラスタンド、ガ
イダンスカートの３つのユニットからなり、CT ベースナビ
ゲーションにロボティックアームで制御された骨掘削や骨切
り器具などが組み合わされたものである。CTデータに基づ
く術前計画で、インプラントの種類、サイズ、設置位置を調整
する。2020年よりソフトウエアバージョンが4.0となり、イ
ンプラント同士の衝突や骨同士の衝突までの可動域が任意の
方向で計算できるようになり、カップとステムのアライメン
トを可動域の観点でより調整しやすくなった。更に、骨盤矢
状面傾斜の調整もできるようになっている。術中は表面形状
レジストレーションにより、術前CT 画像情報を参照しなが
ら、インプラントの骨母床を作成する。THAでは、カップ設
置角度と位置を制御し、大腿骨の位置も計測することで、脚
長やオフセットの値をブローチプロヴィジョナルで参照しな

がら、最終のコンポーネントの選択ができるので、脚長オフ
セット調整にも有用である。学習曲線の影響が大きいと思わ
れる当院での初期症例のうち、カップ目標外転角40°前捻角
15°の31 例の術後ＣＴでの精度評価では、カップ平均外転角
39.9°±0.6°前捻角15.0°±0.9°で、ナビゲーションと比較し
て更にばらつきが少ないことが確認できた。ステム機種選択
としては、Dorr Type AおよびBの前捻調整が許容範囲では
Accolade II、Dorr Type Cや前捻異常で大きな強制が必要な
症例ではExeter セメントステムを使用している。手術進入
法は、OCM と後方進入を用いているが、骨盤のレジストレー
ションは後方進入の方が容易に広い範囲の表面点を入力でき
るが、OCM では、寛骨臼の後壁が入力しづらいので、骨盤前
柱、坐骨切痕部、坐骨基部など広く取得することで、精度の高
いレジストレーションが可能である。
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