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術前計画
手術手技

ＳＮ－Ｃステム器具セット[ 医療機器届出番号：27B1X00047001187]
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体位設置
皮 切
骨頭の切除
臼蓋の展開
臼蓋リーミングとカップ設置
臼蓋側の骨棘の切除
大腿骨髄腔のラスピング
トライアル
ボーンプラグの設置
セメント注入及びpressurization
ステム挿入
骨頭ボールの嵌合
閉 創
後療法
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専用器具

プラグトライアル 

プラグホルダー
ステムホルダー

ネックキャップ

ボールインパクター

ステムインサーター

ネックトライアル

ボールトライアル

ステムトライアル

ブローチトライアル

位置決めピン
(ストッパー）

リセクションガイド

箱ノミ

金属ハンマー

リーマーハンドル

ブローチハンドル

スターターリーマー

AMS テンプレート

カップサイズの決定と切除すべき余剰な骨棘の切除予測臼蓋側の作図

1. カップの位置およびサイズの決定
AMSカップのテンプレートを用いて使用するインプラントのサイズと位置を決定します。

●　AMSカップは外径42mmから60mmまでの製品が用意されており、骨頭径はカップ外径に

応じて22mmから32mmまで使用可能です。

●　骨盤正面のレントゲン像および股関節CT像を用いて作図を行います。カップの位置は過度

の内方化や高位設置とならないように決定します。この時、カップの骨性被覆がカップ頂点

以上を被覆することが重要です。臼蓋被覆不足の補填は通常海綿骨移植を行います。必要

に応じてブロック骨移植も考慮します。 

●　カップの設置高位を決定したのち、hip　centerの高位に該当するaxial　CT像からカップ

サイズを決定します。その際、余剰となる骨棘や、reamerでの骨切除量を確認しておきます。

●　設置するカップの位置及びサイズが決定したのち、臼蓋外縁と涙痕下端からカップまでの

距離を計測し、これらを術中の指標にします。

●　またCT像ではdouble　floorやcystの大きさと位置を確認し、reamingと骨移植の参考

にします。

CE角

二次臼蓋縁からの距離

回転中心高さ
涙痕からの距離

Cup
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●　SN-Cステムは1から5までの5つのサイズが用意されています。大腿骨髄腔の形状や

大きさに応じて、セメントマントルの厚さを考慮しステムサイズを決定します。

●　大腿骨頭中心は通常、大転子頂点の高さにあることから、テンプレートを用いて骨頭中心

にひかれた補助線と大転子頂点が一致するようにしてステムのサイズを決定します。

ステムは大腿骨軸に対する骨頭のオフセットを再現できるものを選択します。脚長

補正は反対側の小転子の位置を参考に、ステムの挿入深度とネック長を調整して頚部

骨切り線を決定します。骨切り線と小転子基部との距離を測定し、術中の頚部骨切り

の指標とします。ただし、固定した腰椎変性側弯を合併する症例では脚長を等長まで

は補正しないように気を付けます。

2. ステムの位置及びサイズの決定
SN-Cステムのテンプレートを用いて使用するインプラントのサイズおよび位置を決定します。

●　変形性股関節症症例の多くが股関節外旋拘縮を伴うため、仰臥位股関節正面像では外旋位での

撮影となり、頚体角とステムサイズの誤差を生じがちです。そのためステムの術前計画に用いる

大腿骨近位部の正面像は、腹臥位で膝を90°屈曲し下腿を目安として大腿骨を内旋し、正しい

大腿骨正面像を撮影します。

変形性股関節症症例においては、股関節外旋位での拘縮をきたす場合が多く、
通常の仰臥位股関節正面像では大腿骨外旋位での撮影となってしまいます。

患側の骨盤を拳上し、体幹ごと内旋位をとれば、
大腿骨の正面像は撮影可能ですが、骨-フィルム
間距離が増大し拡大率が大きくなるため、正確
なステムサイズの計測が困難になります。

セメントマントルを考慮してステムサイズを決定

します。適切な脚長補正、オフセットの再建、およ

び股関節回転中心が再建できるようにステムの

位置や骨切り高位を決定します。

股関節の回転中心は、テンプレートの補助線と

大転子頂点の位置を参考にして決定します。

骨頭で頚部長を調整することにより、オフセット

と脚長の微調整を行います。

腹臥位で患肢が約20度内旋位となるよう
に健側骨盤を挙上し撮影します。この方法で
は骨-フィルム間距離を拡大することなく、
正しい大腿骨正面像を撮影できます。

仰臥位正面像と比較すると小転子の大きさや、頚体角の違いが明らかです。

レントゲン入射

フィルム

20度内旋

X線入射方向

腹臥位正面撮影 仰臥位正面撮影

大腿骨側のテンプレーティング

１.

３.

２.

回転中心高さ
オフセット

ネック長

骨切り線

骨切りレベル

体幹ごと内旋した分だけフィルムから浮いてしまう。
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〈術前〉 手術側が遠位に傾斜している。手術台を動かし、傾斜を補正する。

涙痕線を垂直にしたうえで治具に従いカップを設置。

患側閉鎖孔が大きい場合には骨盤は患側前斜位になっており、
小さい場合には健側前斜位になっています 。

〈術後〉 意図した外転角でカップが設置されている。

〈術前〉 手術側が近位に傾斜している。手術台を動かし、傾斜を補正する。

涙痕線を垂直にしたうえで治具に従いカップを設置。

〈術後〉 意図した外転角でカップが設置されている。

骨盤傾斜の補正とカップ設置 

術前コントロール撮影 

骨盤傾斜の補正 

水準器 

水準器 

症例 １ 症例 2

1. 体位設置

手術手技

術中に正確にカップを設置する手技について述べます。

手術は骨盤固定器を用いて側臥位後方侵入法にて行います。

骨盤の傾斜を補正しないまま手術を行うと、カップ設置不良の

原因となるので、体位を固定したのち、術前コントロールとして

骨盤正面レントゲン像を撮影します。その際フィルム把持器

に水準器をつけておき、フィルムが完全に水平になるように

撮影します。骨盤正面像の涙痕線の傾きを参考に、手術台に

取り付けた水準器を用いて手術台の傾斜を補正します。また

骨盤の回旋は左右の閉鎖孔の大きさを参考にして補正します。

この操作により骨盤はほぼ完全な側臥位となります。
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涙痕下端臼蓋縁

リーミング目標線

3. 骨頭の切除
下肢を屈曲内旋させ、頚部内下方にかけた短鋭鈎で外方へ

引き出すことで脱臼させます。脱臼の後、頚部に遺残する軟

部組織を切除し、頚部を十分に展開します。小転子基部から

術前に計画した距離で頚部骨切りを行います。頚部骨切にお

いては、頚部にかけたホーマン鉤で前方の軟部組織を保護しま

す。骨頭の骨棘により頚部が見にくい場合には、あらかじめ

骨棘を切除します。

4. 臼蓋の展開
臼蓋前壁にホーマン鈎をかけ、大腿骨を前方にレトラクトします。関節唇を切除し、臼蓋縁を

全周性に確認します。大腿骨の前方移動が不十分なときは、関節包の大腿骨からの切離を前方に

向かってさらにすすめます。閉鎖孔上縁(涙痕下端)を確認し、ホーマン鈎を挿入します。

Double floorの症例では、ノミを用いて二次臼蓋を掘削し、涙痕下端を確認します。術前計画で

予定した臼蓋上縁と涙痕下端からの位置でリーミング目標線を描きます。拘縮の強い症例や、

1.5cm以上の脚延長を行う場合は、関節包の全切除を行います。関節包の全切除は、まず

中殿筋前方下縁から関節包前方にガーゼをつめて前方軟部組織を保護したのち、股関節を

内旋位として腸腰筋に沿ってエレバトリウムを挿入し大腿骨側より関節包を切離します。その後、

関節包を臼蓋内に落とし込むようにして臼蓋辺縁より全周性に切除します。

2. 皮 切
皮切は股関節45度屈曲位で、大転子頂点を中心に

大腿骨軸に沿って近位および遠位にそれぞれ3横指

の切開を行います。体格や皮下脂肪の厚みに応じて

皮切は必要があれば拡大します。皮膚に無理な緊張が

かかると創治癒の遅延や感染のリスクが増大します。

皮下の脂肪組織はメスを使用して、一気にfascia直上

まで切開します。組織壊死を作らないために止血以外

には皮下では電気メスは用いません。大腿筋膜を皮切

と同じ方向に切開し、開創器をかけます。股関節を内旋

させ、外旋筋群表面の脂肪組織をガーゼで鈍的に剥離し、

各短外旋筋を同定します。梨状筋および上下双子筋、

内閉鎖筋にそれぞれ糸をかけ、大腿骨より切離します。

次に方形筋を小転子基部が視認できるように近位二分

の一程度を切離します。方形筋の深部に関節包と接

するように走行する外閉鎖筋を確認できますので、

同様に糸をかけ切離します。骨膜剥離子を用いて

小殿筋と関節包の間を分離したのち、関節包をT字状

に、近位部は12時、遠位部は6時の位置まで電気メス

を用いて切開します。関節包切開の後、臼蓋後縁にコの

字型に曲げたKワイヤーを刺入し先端部分で大転子部

にマーキングを行い、術中脚延長の指標とします。
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6. 臼蓋側の骨棘の切除
カップを固定後、カップ前上方と後下方に余剰な骨棘があれば、

インピンジや脱臼の原因となるためすべて切除します。前方

骨棘は、骨棘前方にホーマン鈎をかけ前方軟部組織を保護し

ながらノミで切除します。後下方の骨棘は、股関節伸展位とし、

後方の坐骨神経を筋鈎で保護しながら切除します。この時骨棘

の後方部分は完全にノミで切離せず、途中で折るようにする

ことで、坐骨神経の損傷や坐骨部分への過剰な切り込みを避ける

ことができます。

体軸

体軸

２０度

4０度

5. 臼蓋リーミングとカップ設置
38ないし40mmの小径リーマーにて、臼底に対し垂直方向に原臼蓋

までリーミングを行います。通常、臼蓋形成不全では関節窩は前方

に位置しているため、あらかじめノミで関節窩の後方部分を一部切除

して、リーミングが前方に偏らないように注意します。リーマーを

カップ設置方向に向かってリーミング目標線まで徐々にサイズを上げて

リーミングを進めます。常に臼蓋前後壁と内板の厚みに留意します。

骨質に応じて、予定したカップサイズの1～2mmのアンダーリーミング

とします。カップトライアルで、骨性被覆やカップのフィッティングを

確認した後、カップをプレスフィット固定します。この時、骨盤は手術

台の補正によりほぼ完全な側臥位となっているため、治具に従い、

前方開角20度、外方開角40度を目標にカップ設置を行います。正確

な設置のためカップ把持器にも水準器を装着し、外方開角をモニタ

リングします。前方開角は治具にKワイヤーを装着し、肩関節を目標

として設定します。この方法により外方開角、前方開角とも非常に

小さな誤差で設置することができます。カップをプレスフィット固定

したのち、スクリュー1本で固定し、術中確認のレントゲン撮影を行い

ます。撮影に際しては術前レントゲン像を参考に閉鎖孔の大きさが

大きい場合にはレントゲンの入射方向をややインレット方向になるよう

に調整します。カップ設置位置と外方開角、前方開角が良好である

ことを確認したのち、スクリュー固定を追加します。カップのスクリュー

固定は通常2本で行います。ドリリングの際、上殿動脈損傷を避ける

ため、大坐骨切痕に示指を挿入しドリルの方向を確認します。

Kワイヤー

Kワイヤー
水準器 



9 10

Smooth Neutral Alignment
Cemented Stem

6. 臼蓋側の骨棘の切除
カップを固定後、カップ前上方と後下方に余剰な骨棘があれば、

インピンジや脱臼の原因となるためすべて切除します。前方

骨棘は、骨棘前方にホーマン鈎をかけ前方軟部組織を保護し

ながらノミで切除します。後下方の骨棘は、股関節伸展位とし、

後方の坐骨神経を筋鈎で保護しながら切除します。この時骨棘

の後方部分は完全にノミで切離せず、途中で折るようにする

ことで、坐骨神経の損傷や坐骨部分への過剰な切り込みを避ける

ことができます。

体軸

体軸

２０度

4０度

5. 臼蓋リーミングとカップ設置
38ないし40mmの小径リーマーにて、臼底に対し垂直方向に原臼蓋

までリーミングを行います。通常、臼蓋形成不全では関節窩は前方

に位置しているため、あらかじめノミで関節窩の後方部分を一部切除

して、リーミングが前方に偏らないように注意します。リーマーを

カップ設置方向に向かってリーミング目標線まで徐々にサイズを上げて

リーミングを進めます。常に臼蓋前後壁と内板の厚みに留意します。

骨質に応じて、予定したカップサイズの1～2mmのアンダーリーミング

とします。カップトライアルで、骨性被覆やカップのフィッティングを

確認した後、カップをプレスフィット固定します。この時、骨盤は手術

台の補正によりほぼ完全な側臥位となっているため、治具に従い、

前方開角20度、外方開角40度を目標にカップ設置を行います。正確

な設置のためカップ把持器にも水準器を装着し、外方開角をモニタ

リングします。前方開角は治具にKワイヤーを装着し、肩関節を目標

として設定します。この方法により外方開角、前方開角とも非常に

小さな誤差で設置することができます。カップをプレスフィット固定

したのち、スクリュー1本で固定し、術中確認のレントゲン撮影を行い

ます。撮影に際しては術前レントゲン像を参考に閉鎖孔の大きさが

大きい場合にはレントゲンの入射方向をややインレット方向になるよう

に調整します。カップ設置位置と外方開角、前方開角が良好である

ことを確認したのち、スクリュー固定を追加します。カップのスクリュー

固定は通常2本で行います。ドリリングの際、上殿動脈損傷を避ける

ため、大坐骨切痕に示指を挿入しドリルの方向を確認します。

Kワイヤー

Kワイヤー
水準器 



11 12

Smooth Neutral Alignment
Cemented Stem

ステムトライアル

インピンジメントを生じやすい部位

位置決めピン

深い挿入
ニュートラル
浅い挿入

８. トライアル
ラスピングにより形成された大腿骨髄腔にステムトライアルを挿入します。

ステムの挿入深度は、頚部の孔にストッパーを装着し調整します。その後、

骨頭トライアルを装着し、試験整復を行います。この際、股関節の緊張、

各可動域でのインピンジの有無をよく確認します。股関節の伸展、90度以上

の屈曲、屈曲外旋(あぐら)が可能であることを確認します。後方アプローチ

による手術では、特に股関節屈曲内旋位でのインピンジの確認が重要です。

インピンジの原因としては、カップ前上方の厚く肥厚した関節包が大転子と

下前腸骨棘間に挟まることや、大転子前方と臼蓋前縁が骨性に衝突すること

が挙げられます。股関節屈曲位で内旋が90°近くになっても脱臼しないこと

を確認する必要があります。ネック長が不適切な場合には、骨頭トライアル

を交換し、適切なネック長を決定します。インピンジテストが終了したら、

最初に使用したコの字のKワイヤーを再び後壁に刺入し、予定された脚延長

がなされていることを確認します。これらの操作は、ブローチトライアルを用い

て行うことも可能です。

梨状窩

スターターリーマー

箱ノミ

ブローチトライアル

ブローチハンドル

※丸のみはSN-Cステム器具セットには用意されておりません。別途、ご用意下さい。

7. 大腿骨髄腔のラスピング
股関節を屈曲内旋し、大腿骨レトラクターを用いて頚部骨切り面を露出させます。

スターターリーマーの刺入点となる梨状窩部分を丸のみ※を用いて十分に骨切除しま

す。この骨切除が不十分な場合には、ステムが内反位で挿入されやすいので注意

が必要です。その後、頚部前捻を意識しながら、箱ノミで近位部分の海綿骨切除

を行い、次いでスターターリーマーを挿入してアライメントを確認します。ここで

内反になるようであれば、刺入点の外側の骨切除を追加します。ラスピングは

挿入予定のステムの2サイズ以上小さいサイズから開始します。予定したサイズ

まで金属ハンマーを用いて順次ブローチトライアルのサイズを上げていき、髄腔を

拡大形成します。通常、ブローチトライアルと同じサイズのステムを挿入する場合、

厚さ1mmのセメントマントルが確保されます。Line to lineのセメンティングを

行う際にはブローチトライアルのサイズより1サイズ大きいステムを使用します。
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ステムインサーター

1１. ステム挿入
ステム挿入深度の確認のため、付属のプラスチックキャップを装着します。 

頚部骨切り面内側に再び母指をあて、ステム内反を防ぎながら、骨切り面の後

外側よりステムを挿入します。この時、セメントの抵抗を確認しながらステム

を2/3程度まで挿入し、この時点でステムインサーターを装着します。残り

の1/3の挿入は、ステムの回旋や最終的な挿入深度をよく確認しながら、ゆっくり

圧をかけて挿入します。挿入深度の確認は、プラスチックキャップ遠位端と

頚部骨切り面との距離で行います。

1３. 閉 創

1２. 骨頭ボールの嵌合
テーパー部分に血液や水分が付着しないようによくふき取ったのち、ボール

を嵌合させます。ハンマーでボールインパクターを数度槌打し、しっかり嵌合

したことを確認します。

最終の整復を行い、十分な洗浄の後ドレーンを留置します。

切離した梨状筋、短外旋筋群、外閉鎖筋、方形筋を大転子

に骨孔をあけ縫着します。大腿筋膜、皮下脂肪を順次死腔

を作らないように縫合します。

1４. 後療法
クリニカルパスに準じます。術翌日にドレーンを抜去した後、疼痛範囲内で

起立歩行訓練を開始します。術後2週間での自宅退院を標準としますが、

術前の機能障害の程度に応じて症例ごと調整を行います。

プラグトライアル

5M
4M
3M
2M
1M

5M
4M
3M
2M
1M

5M
4M
3M
2M
1M

5M
4M
3M
2M
1M

5M
4M
3M
2M
1M
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９. ボーンプラグの設置
プラグトライアルは8から16mmまであります。プラグトライアルには

各ステムサイズに合わせたステム長プラス10ミリでマークしてあります。

小さいものから順にサイズを上げていき、プラグトライアルが挿入予定

位置より2から3横指程度手前で止まるサイズのボーンプラグを選択

します。ゆるいボーンプラグは大腿骨髄腔への過剰なセメント注入

の原因となるため非常に危険です。適切なサイズがない場合は骨栓を

用います。ボーンプラグの挿入はプラグホルダーを用いてしっかり

と各ステムサイズのマークまで打ち込みます。

1０. セメント注入およびpressurization
骨髄腔を冷却した生理食塩水で洗浄し出血を抑制します。次いで骨髄腔に乾燥したガーゼをパッキングします。セメントを混合する間も、

大腿骨髄腔の吸引とガーゼパッキングを繰り返し、ドライな母床作成に努めます。セメントの粘性が低い時期にセメント注入を行うと圧が

かからず、海面骨梁間へのセメントの十分な浸入が得られません。セメントの硬化時間は使用するセメントの種類や、室温に大きく影響される

ため、毎回一定の条件で行うことが重要です。バキュームミキシングしたセメントをセメントガンのノズル先端まで充填したのち、ノズル

先端からセメントをわずかに流出させ粘度を確認します。セメントがノズル先端からゆっくりと流出するくらいの粘度で、セメンティングを

開始します。室温が一定ならセメントのミキシングから注入を開始するまでの時間を決めておくのも一つの方法です。頚部骨切り面の内側

に母指をあてがいセメントをせき止めるようにして、ノズルを大腿骨髄腔のプラグに到達するまで挿入し、逆行性にセメントの注入を行い

ます。セメント粘度が適切であれば、セメントの注入に従いガンが押し戻されてきます。ガンを引きもどさないように注意します。髄腔へのセメ

ント充填が完了したら、直ちにプレッシャーライザーに付け替え、骨切り面のシーリングを行い、セメントガンに残ったセメントを圧入します。

適切な圧入がなされていれば、この時に大腿骨近位表面から髄腔の脂肪が染み出してきます。
手技書監修　富山市民病院 整形外科・関節再建外科
　　　　　　済生会金沢病院 整形外科

澤口 毅 先生、 坂越 大悟 先生

西村 立也 先生
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ステムインサーター

1１. ステム挿入
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クリニカルパスに準じます。術翌日にドレーンを抜去した後、疼痛範囲内で

起立歩行訓練を開始します。術後2週間での自宅退院を標準としますが、
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９. ボーンプラグの設置
プラグトライアルは8から16mmまであります。プラグトライアルには

各ステムサイズに合わせたステム長プラス10ミリでマークしてあります。

小さいものから順にサイズを上げていき、プラグトライアルが挿入予定

位置より2から3横指程度手前で止まるサイズのボーンプラグを選択

します。ゆるいボーンプラグは大腿骨髄腔への過剰なセメント注入

の原因となるため非常に危険です。適切なサイズがない場合は骨栓を

用います。ボーンプラグの挿入はプラグホルダーを用いてしっかり
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骨髄腔を冷却した生理食塩水で洗浄し出血を抑制します。次いで骨髄腔に乾燥したガーゼをパッキングします。セメントを混合する間も、

大腿骨髄腔の吸引とガーゼパッキングを繰り返し、ドライな母床作成に努めます。セメントの粘性が低い時期にセメント注入を行うと圧が

かからず、海面骨梁間へのセメントの十分な浸入が得られません。セメントの硬化時間は使用するセメントの種類や、室温に大きく影響される

ため、毎回一定の条件で行うことが重要です。バキュームミキシングしたセメントをセメントガンのノズル先端まで充填したのち、ノズル

先端からセメントをわずかに流出させ粘度を確認します。セメントがノズル先端からゆっくりと流出するくらいの粘度で、セメンティングを

開始します。室温が一定ならセメントのミキシングから注入を開始するまでの時間を決めておくのも一つの方法です。頚部骨切り面の内側

に母指をあてがいセメントをせき止めるようにして、ノズルを大腿骨髄腔のプラグに到達するまで挿入し、逆行性にセメントの注入を行い

ます。セメント粘度が適切であれば、セメントの注入に従いガンが押し戻されてきます。ガンを引きもどさないように注意します。髄腔へのセメ

ント充填が完了したら、直ちにプレッシャーライザーに付け替え、骨切り面のシーリングを行い、セメントガンに残ったセメントを圧入します。

適切な圧入がなされていれば、この時に大腿骨近位表面から髄腔の脂肪が染み出してきます。
手技書監修　富山市民病院 整形外科・関節再建外科
　　　　　　済生会金沢病院 整形外科

澤口 毅 先生、 坂越 大悟 先生

西村 立也 先生
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