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The purpose of this study was to investigate the cup placement angle for hip arthroplasty (THA) in the
supine position using the Naviswiss, an image-free portable navigation system, and to examine its
accuracy.
22 patients with THA performed with the antero-lateral-supine approach using the Naviswiss were
included in the study. The mean age at surgery was 70.1 years. We compared the cup placement angle
measured by the 3D template (Kyocera) from the postoperative CT with the cup placement angle
displayed by Naviswiss during surgery, and examined its accuracy.
The cup placement angles measured by the 3D template from the postoperative CT were an average of
37.2 degrees (33-43) for inclination and 17.1 degrees (11.3-22.4) for anteversion. The mean absolute
value of the difference from the cup placement angle displayed by Naviswiss intraoperatively was 2.0
degrees (0.2-5.7) for inclination and 2.7 degrees (0.3-6.7) for anteversion. The absolute errors were
within 5 degrees in 95% (21/22) of cases for inclination and 91% (20/22) for anteversion.
The Naviswiss is a device that sets the FPP reference plane parallel to the floor by inserting two halfpins into the iliac crest, attaching a tag, and registering the superior anterior iliac spines on both sides,
and displays the cup placement angle relative to the FPP reference plane. It is an image-free portable
navigation system that is simple and can be used in a small space. In this study, both inclination and
anteversion were placed within the error range of 5 degrees with an accuracy of more than 90%.
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【目的】イメージフリーのポータブルナビゲーショ ンである Naviswiss を用いた、仰臥位での人工
股関 節置換術（THA）のカップ設置角度を調査し、その 精度を検討すること。【対象および方法】
Naviswiss を 用 い て AL-supine ア プ ロ ー チ で THA を 施 行 し た 22 例 22 関節を対象とした。変
形性股関節症が 19 股、大腿骨頚部骨折が 3 股、手術時年齢は平均 70.1 歳 であった。術後 CT から
3D テンプレート（京セラ社製） で計測したカップ設置角度を、術中に Naviswiss が 表示したカップ
の設置角度と比較し、その精度に ついて検討した。【結果】術後 CT から 3D テンプレー トで計測し
たカップ設置角度は、inclination が平 均 37.2 度（33-43）、anteversion が 平 均 17.1 度 （11.322.4）であった。術中に Naviswiss が表示 したカップの設置角度との差の絶対値の平均値は、
inclination が 2.0 度（0.2-5.7）、anteversion が 2.7 度（0.3-6.7）であった。絶対値誤差が 5 度以内で
あ っ た も の は、inclination で 95 ％（21/22 例 ）、 anteversion で 91％（20/22 例）であった。
【考察】 Naviswiss は、腸骨に 2 本ハーフピンを刺入してタ グを装着し、両側の上前腸骨棘をレジ
ストレーショ ンすることで、床面に平行な FPP 基準面が設定さ れ、その FPP 基準面に対するカッ
プの設置角度が表 示されるデバイスである。イメージフリーのポータ ブルナビゲーションシステム
で、簡易かつ小スペー スで使用できるのが特徴である。今回の結果では、 inclination および
anteversion ともに 90％以上の精 度で誤差範囲 5 度以内に設置されていた。Naviswiss は、仰臥位
THA のカップ設置において有用なデバイ スになりうると考える
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