
　人工股関節を長く使うためには定期的な検診が必要で

す。なぜなら、長期の使用に伴い、人工関節はゆるみや

摩耗する（すり減る）場合があるためです。

　退院後に日常生活の中で痛みなどの問題がなくても、

人工関節のトラブルを早期に発見するため必ず定期検診

を受けましょう。

　このパンフレットは人工股関節全置換術を受けられる

方を対象としていますが、患者様の状態や手術後の状況

により内容が異なることがありますのでご了承くださ

い。患者様により異なることについては医師・看護師よ

り随時説明します。 

人工股関節全置換術を
受けられる皆様へ

滋賀県立成人病センター　TEL.（077）582-5031
整形外科・整形外科病棟・地域連携室・リハビリテーション科

滋賀県立成人病センター
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大腿骨頭

大腿骨

寛骨臼

人工股関節全置換術を受けられる皆様へ

１．はじめに
　股関節は身体の中で最も大きな関節で、正常な股

関節は安定しているため、ねじったり大きく動かし

たりしても外れることはなく、歩いたり座ったりと

いった基本的な動作に対応しています。しかし股関

節に問題が生じると痛みや動きの制限のため、日常

生活に支障をきたします。

　そこで、人工股関節全置換術を受けることで痛み

がなくなり、無理なく日常生活を送ることができま

す。

　現在使用されている人工股関節の耐久性は、手術

後20年でも80%程度の患者さんは安定した人工関

節を維持しています。仮に、長期にわたる使用によ

って人工股関節に不具合が生じた場合には、再度手

術をして人工関節を入れかえることができます。

　そのため、以前は60歳以上の比較的高齢の方に対

して行うのが一般的でしたが、最近では人工股関節

の性能が良くなり、若い方でもより快適な生活を送

るための手段として人工股関節の手術を選ばれる方

も増えています。

　当センターでは入院から退院まで3週間のクリニ

カル・パスに沿って治療を行っています。

２．股関節のしくみ
　人間の股関節は最

大の荷重（体重がか

かる）関節です。身

体を支え、立つ・歩

くなどの動作を行う

上で重要な関節です。

形状は骨盤の寛骨臼

と大腿骨の骨頭より

なる球状関節です。

　正常な関節は、大腿骨頭が寛骨臼に深く包み込ま

れることで、多様な動きを可能とし、十分に体を支

える役割もしています。関節の表面は軟骨でおおわ

れており、痛みなくスムーズに動かすことができま

す。また、強靭な靭帯によって安定化されており、

関節周囲の筋肉によって自由に動かすことができま

す。
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大腿骨

骨盤

ライナー

寛骨臼

骨頭ボール

寛骨臼
コンポーネント

ステム
（大腿骨コンポーネント）

３．股関節の病気
　（1）変形性股関節症　

　（2）大腿骨頭壊死症　　

 4．人工股関節全置換術とは

　　人工股関節全置換術とは、変形を起こした股関

　節の骨と軟骨を取り除き、人工の関節に置き換え

　る手術です。大腿骨側には金属性のステムを挿入

　し、そこに金属製の骨頭を取り付けます。寛骨臼

　側には軟骨のかわりとなるポリエチレン製のカッ

　プを挿入します。

　関節の軟骨がす

り減り、関節が変

形をおこす病気で

す。日本では生ま

れつき股関節が脱

臼していたり（先天性股関節脱臼）、骨盤の寛骨臼

の形成不全（臼蓋形成不全）が原因でおこるものが

多く、骨折やケガによっておこることもあります。

痛みや関節の動きが悪くなったり、また歩行時に

跛行（足を引きずるような歩き方）がでます。

　大腿骨の骨頭が

ステロイドの大量

摂取、アルコール

多飲等の原因で血

流が障害され骨が

死んでしまい破壊される病気です。痛みと歩行障

害を引き起こします。

　（3）関節リウマチ　　

　関節リウマチは関節に関節炎が起こることによ

って軟骨や骨が破壊され、痛みが生じる病気です。

股関節に生じると、歩行障害を引き起こします。
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 5．人工股関節全置換術による効果
　（1）痛みの改善　

　　変形した関節による痛みはほぼ完全になくなり 

　ます。

　（2）動きの改善　

　　変形によって動きの悪くなっていた関節の動き

　が改善します。

　（3）脚長差の改善　

　　短くなった足が手術後適切な長さに伸びます。

　（4）歩行能力の改善　

　　痛みなく歩けるようになり、手術後筋力が回復

　してきたら跛行なく歩けるようになります。

　（5）生活の改善　

　　日常生活の基本動作や運動が楽にできるように

　なります。通常の日常生活であればほぼ支障なく

　できるようになります。

　人工関節の骨との固定方法はセメントを用いる場

合と用いない場合（セメントレス）があります。当セ

ンターではセメントレスを第一選択としていますが、

術前の検査で骨が弱い、変形が強い、又は寛骨臼側

の骨の欠損が大きい場合はセメントを用いて手術を

行います。   
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 6．合併症について
　（1）出血　

　　手術中に200～500ml程度出血しますが、輸血

　が必要となる事はまれです。

　（2）感染　

　　手術後まれに細菌による感染が起こる場合があ

　ります。

　（3）深部静脈血栓症　

　　静脈の血流が悪くなることで下肢の静脈に血栓

　ができます。「エコノミークラス症候群」と同じも

　のです。股関節手術後にできやすく、予防するこ

　とが大事です。予防するためには手術後早期から

　の足の運動が重要です。

　（4）脱臼　

　　人工股関節が外れてしまう事です。手術後間も

　ないころに危険性があり、股関節を深く曲げすぎ

　たりひねったりするような動作を避けることが重

　要です。

　（5）骨折　

　　人工関節を骨内に挿入する際に骨折を起こすこ

　とがあります。骨折した場合追加の固定を必要と

　します。

　（6）人工関節のゆるみ　

　　通常15～20年は安定していますが徐々にゆる

　みが生じる可能性があります。ゆるみは症状がな

　い場合も多く、手術後は必ず定期検診が必要です。

　※合併症が生じた場合は早期発見・早期治療を行います。
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７．入院にあたり
　（1）体重管理について　

　　体重が重いとより多くの負担を股関節にかける

　ことになります。

　　人工関節を長持ちさせるためにも体重の増加に

　気をつけてください。

　　患者様の体重が、標準体重を大きく越えている

　場合は減量の必要がありますが、適切な栄養摂取

　も大切ですので無理のない範囲で行ってください。

　（2）歯科治療について　

　　歯や歯ぐきに問題がある方は、手術を受ける前

　にかかりつけの歯科医院へ行き、治療してくださ

　い。歯槽膿漏や虫歯などにより口の中の細菌が血

　液の中に入り、人工股関節に感染する危険性があ

　ります。感染すると感染に対する治療が必要となり、

　ひどい場合には人工関節の入れ替えが必要です。

　（3）禁煙について　

　　喫煙していると手術後に呼吸器の合併症が起こ

　りやすくなります。また手術創の回復を遅らせる

　こともあります。禁煙を心がけてください。

　（4）身だしなみについて　

　　手足の爪を切り、マニキュアはあらかじめご自

　宅で落としてきてください（モニター機器装着の

　障害となります）。

　（5）介護保険について　

　　退院後に介護保険の利用を考えておられる方や

　ご高齢で未申請の方には介護保険の申請をお勧め

　します。

　　介護保険の申請は、各市区町村の介護保険担当

　または地域包括支援センターが窓口になります。

　住んでおられる地域によっては、介護認定が受け

　られるまでに期間がかかる場合があります。

　　退院後に制度を利用しようと考えておられる方

　は、早めに申請をお願いいたします。

　（6）薬について

　　入院前に内服している薬はすべて医師・看護師

　へお伝えください。

　　血液をサラサラにする薬（抗凝固薬・抗血小板

　薬）を内服中の方は、手術中に出血が増える危険

　性がありますので、手術前から手術が終わるまで
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　性がありますので、手術前から手術が終わるまで
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内服をやめる場合もあります。医師から処方され

ていないサプリメントなどは入院が決定したらお

やめください。

　医師の指示が出ますので外来時・

入院時にはお薬手帳・お薬を

ご持参ください。

　（7）入院に必要な持ち物について

　　 （巻末の付録1〈P30〉をご参照ください）

　　①入院日に必要なもの 

　　※持ち物にはすべて記名をお願いします

　　・一般的な入院に必要な物は、入院受付の際に

　　　渡される「入院の案内」を参照してください。

　　・内服中のお薬・お薬手帳

　　　入院中もお薬の服用を継続するため、服用し

　　　ている薬を薬剤師が確認します。

　　　当センター整形外科で処方されたお薬以外で、

　　　入院前より内服している薬があれば、2～3週

　　　間分をご持参ください。

　　②手術当日に必要なもの

　　・浴衣や前開きのネグリジェ（袖口が広いもの。）

　　・T字帯（普段おむつを使用されている方は必  

　　　要ありません。）

　　・バスタオル（体の下に敷ける大きさのもの。）

　　③術後翌日から必要なもの

　　・パジャマ

　　・下着（創部周囲が腫れることがあります。ゆ

　　　ったりとしたものをお持ちください。）

　　・靴下（ゴム部分がきついものは避けてください。)

　　　脱いだり履いたりしやすいように大きいサイ

　　　ズ（通常よりひと回り大きいもの）をご準備く

　　　ださい。

　　　また、運動に適したＴシャツやズボンも合わ

　　　せてご準備ください。

　　・履物

　　　転倒予防のため、当センターではスリッパで

　　　はなく靴の準備をお願いしています。足がむ

　　　くむことがありますので、大きめの靴やマジ

　　　ックテープなどで調整しやすいものが便利で

　　　す。普段の履きなれた靴でも結構です。
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　　・杖や手押し車など

　　　ご自宅で使用されていたものがあれば、手術

　　　後の歩行練習時に使用しますので持参してく

　　　ださい。

　　・吸いのみ・水筒・ストロー付きのコップなど 

　　　横になったままで飲みやすいものをご用意く

　　　ださい。

　　　陶器のものは割れる恐れがありますので、割

　　　れないものをお願いします。

　　　また、熱いお茶を入れても変形しないもの・

　　　口が広いものをご用意ください。

　　・火ばさみと柄の長い靴べら

　　　靴を履く時や床に落とした物を拾う時に便利

　　　です。

　　・家屋写真

　　　リハビリで家屋写真を参考に退院後の生活の

　　　練習を行いますのでご用意ください。写真の

　　　撮り方のポイントは付録2〈P31〉をご参照くだ

　　　さい。

 8.入院中の経過
　（1）入院当日・手術前日 

　　①病棟オリエンテーションを行います。

　　②入院前の自宅での生活、既往歴（今までにか

　　　かった病気や手術）やアレルギーの有無等の

　　　聞き取りを看護師が行います。

　　③シャワー浴をします（自宅で入ってきていた

　　　だいても構いません）。

　　④主治医から手術内容等についての説明を行い

　　　ます。

　　　ご家族も必ず同席してください。

　　⑤麻酔科医の診察・説明を行います（外来で麻

　　　酔科診察が終わっている方は入院当日にはあ

　　　りません）。

　　⑥リハビリ診察を行います（外来Jブロック）。

　　⑦リハビリ訓練室にて手術前の機能評価を行い

　　　ます。

　　※④⑤が終了後、同意書へのサインをしてください。
　　　 同意書の記入が終わりましたら医師もしくは看護師へ
　　    お渡しください。
　　 ※④～⑦の時間等については当日の担当看護師がお伝え  
　　　 します。



- 15 -- 14 -

　　・杖や手押し車など

　　　ご自宅で使用されていたものがあれば、手術

　　　後の歩行練習時に使用しますので持参してく

　　　ださい。

　　・吸いのみ・水筒・ストロー付きのコップなど 

　　　横になったままで飲みやすいものをご用意く

　　　ださい。

　　　陶器のものは割れる恐れがありますので、割

　　　れないものをお願いします。

　　　また、熱いお茶を入れても変形しないもの・

　　　口が広いものをご用意ください。

　　・火ばさみと柄の長い靴べら

　　　靴を履く時や床に落とした物を拾う時に便利

　　　です。

　　・家屋写真

　　　リハビリで家屋写真を参考に退院後の生活の

　　　練習を行いますのでご用意ください。写真の

　　　撮り方のポイントは付録2〈P31〉をご参照くだ

　　　さい。

 8.入院中の経過
　（1）入院当日・手術前日 

　　①病棟オリエンテーションを行います。

　　②入院前の自宅での生活、既往歴（今までにか

　　　かった病気や手術）やアレルギーの有無等の

　　　聞き取りを看護師が行います。

　　③シャワー浴をします（自宅で入ってきていた

　　　だいても構いません）。

　　④主治医から手術内容等についての説明を行い

　　　ます。

　　　ご家族も必ず同席してください。

　　⑤麻酔科医の診察・説明を行います（外来で麻

　　　酔科診察が終わっている方は入院当日にはあ

　　　りません）。

　　⑥リハビリ診察を行います（外来Jブロック）。

　　⑦リハビリ訓練室にて手術前の機能評価を行い

　　　ます。

　　※④⑤が終了後、同意書へのサインをしてください。
　　　 同意書の記入が終わりましたら医師もしくは看護師へ
　　    お渡しください。
　　 ※④～⑦の時間等については当日の担当看護師がお伝え  
　　　 します。



- 17 -- 16 -

　（2）手術当日 

　　①浣腸（主治医の指示で無い場合もあります。）

　　②手術する側の足の皮膚消毒。

　　③手術着（浴衣タイプ）に着替える。当センター

　　　のものをお渡しします。

　　　入室時間が近づいてきたら、術衣以外のもの

　　　（下着、義歯やコンタクトレンズ・アクセサ

　　　リー類）は外して、トイレを済ませておいて

　　　ください。

　　④入室予定時間の 5～10分前には車いすで手術

　　　室へ出室します。

　　   ※手術中、ご家族の方は新館3階の家族待機室で待機 
　　　　  してください。
　　　 　 手術終了時には、病棟看護師がお知らせします。

　　⑤手術室より帰室後は、看護師が定期的に術後

　　　の観察に伺います。

　　　帰室直後は全身状態の観  

　　　察や身の回りの整理など

　　　行いますので、看護師が

　　　案内するまではご家族は

　　　病棟デイコーナーにてお

　　　待ちください。

　（3）手術翌日 

　　①車いす乗車

　　　看護師もしくは理学・

　　　作業療法士と一緒に行

　　　います。

　　　車いすへ移る動作が慣

　　　れてくれば、尿の管を抜去します。

　　　慣れるまでは看護師の見守りのもと、車いす

　　　への移動・トイレへの移動を行います。車い

　　　すへ移る際は、必ず看護師を呼んでください。

　　②シャワー

　　　手術後のシャワーは手術創のガーゼが外れて

　　　から（抜糸後）です。

　　　目安は約二週間後です（手術創の状態により

　　　異なります）。

　　　シャワーに入れない間はタオルで体を拭いた

　　　　　　　　　　り、髪の毛を洗ったりするこ

　　　　　　　　　　　　とができます。
　　　　　　　　　　　　　　 ※車椅子乗車にあたり許可が
　　　　　　　　　　　　　　　 出るまでは、ナースコール
　　　　　　　　　　　　　　　 を押してください。
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▼

▼

▼

▼
▼

 9．術後のリハビリについて
　術後は病棟で起き上がり、車いすへ乗り移り、ト

イレへ行く練習を行います。　

　訓練室で関節可動域訓練（関節の動きを滑らかに

する）、筋力増強訓練（主に足の筋力をつける運動）

立位荷重訓練（手術した側の足に体重をかける練習）

や歩行練習を行います。また、着替えなど病棟で必

要な動作の練習を行います。

　退院前は屋外歩行や階段練習、入浴の仕方や自動

車の乗り降りなど自宅に帰られてからの動作を練習

します。

【術　前】

【手術当日】

【術　後】

1日目

2日目～
リハビリ室での練習

1週目～
病棟歩行の開始

2週目

3週目

股関節・歩行評価

パンピング（足首の運動）

セッティング（太ももに力を入れる）

SLR（足上げ）

離床

起居動作練習

車いす移乗練習

トイレ動作練習

歩行練習（歩行器）

歩行練習（杖）

入浴動作の練習

体力向上練習（エアロバイクなど）

退院後の自主練習の確認

退院後の生活に併せた動作練習
（趣味活動、自動車昇降、家事など）

歩行練習（歩行器～杖）

床上の立ち座り

寝返り練習

自主練習の指導
（ベッドでできる運動）

自主練習の指導

ベッドサイドでの更衣・清拭の練習

応用歩行の練習（階段昇降・屋外歩行など）
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 10．自宅の準備
　（1）生活の場　

　　床や段差に気をつけましょう。電気コードや滑

　りやすい敷物などを片付け、つまずかないように

　歩く場所を整理しましょう。二階が主な生活の場

　の場合は、状況に応じて生活の場を一階にすると

　楽になるでしょう。また、座卓よりはテーブルと

　椅子のほうが股関節への負担が少なくなります。

　(2)トイレ

　　和式の場合は洋式に変更してください。工事を

　しなくても、和式の便器にかぶせるだけの簡易式

　洋式便座も市販されています。

　(3)寝具

　　可能であればベッドを準備してください。布団

　の場合はリハビリで股関節に負担をかけないよう

　な寝起きの練習をします。

　(4)浴室

　　床がぬれていると滑りやすいため、転ばないよ

　う手すりがあると便利です。お風呂場の椅子は座

　高の高いシャワーチェアーを準備してください。

　※住宅改修（トイレの変更や手すりの設置）、シャワー椅子
　　の購入などは介護保険制度が利用できるので、病棟・リ
　　ハビリスタッフに相談ください。

　(5)家事

　　退院後、慣れるまでは家族や知人の方に協力を

　してもらいましょう。近くに協力者がいない場合

　は休憩を挟みながら行いましょう。介護保険制度

　でヘルパー等のサービスを受けることも検討して

　ください。手術後は重いものを持つのは避け、カ

　ートを利用する・宅配サービスを利用するのも一

　つの方法です。

 11．社会制度の紹介
　(1)介護保険　

　　65歳以上で介護が必要になった方が、申請に

　より要介護認定を受けることで、介護サービスが

　利用できる制度です。

　　また、40歳以上65歳未満でも「両側の膝関節ま

　たは股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」等、

　国が定めた16の特定疾病と診断された方は、介

　護保険の申請が可能です。
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　護保険の申請が可能です。
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　　介護度に応じて、ヘルパー、訪問看護、デイサ

　ービス、ショートステイ、福祉用具の購入・レン

　タル、住宅改修などの介護サービスが利用できま

　す。基本的に利用料金の1割が利用者負担となり

　ます。

　(2)身体障害者手帳について

　　身体障害者福祉法に定める障害程度に該当する

　と、身体障害者手帳が交付されます。身体障害者

　手帳が交付されると、障害の種別や等級に応じて

　各種福祉サービスを受けることができます。福祉

　サービスは原則的に申請方式となっているため、

　必要に応じて申請し、利用して下さい。

　　申請窓口と障害サービスの相談窓口は、お住ま

　いの市区町村役場　担当窓口（障害福祉課等）です。

　(3)自立支援医療（更生医療）について

　　身体に障害のある人が自立した日常生活又は社

　会生活を営むことができるようその障害を除いた

　り、軽減したりするための医療費の一部を助成す

　るものです。利用できる人は、身体障害者手帳の

　交付を受けている18歳以上の人です。

　　ただし、申請時期や年間世帯収入・課税額によ

　っては利用できない場合があります。

　　申請窓口は、お住まいの市区町村役場　担当窓

　口（障害福祉課等）です。

　（4）診断書・証明書について

　　診断書・証明書の受付は、入院中は病棟事務、

　退院後は外来受付となります。（平日のみ）

　　医師・看護師が直接お受けすることは出来ませ

　ん。
　※作成までに時間がかかることがあります。
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　　　　手術後しばらくは、手術創部の痛みがでた
　　　り、手術創部のガーゼが取れやすくなるので
避けてください。手術創部が落ち着く退院後には可
能となります。

　　　いつまで足の間にクッションを挟むと
　　　いいですか？

　　　　基本的に入院中は横を向いて寝る際に大枕
　　　を挟んで頂いておりますが、退院後は必ずし
も必要ありません。ただし、横を向いて寝る際には
なるべく足が交差しないように気をつけてください
（退院後しばらく心配な場合には、枕やクッション
程度を挟んでも良いです）。

　　　あぐらを組んでもいいですか？
　　　正座をしてもいいですか？

　　　　あぐらも正座も構いません。ただし、とん
　　　び座り（付録3〈P34〉参照）はやめてください。
また正座から立ち上がる際には足を無理に内側に捻
じらないように注意してください。

 12．Ｑ＆Ａ

　　　人工股関節全置換術をすると痛みは
　　　とれますか？

　　　　股関節は人工の関節に置換されるため、手
　　　術前にあったような関節の痛みは基本的にな
くなります。しかし、手術操作により関節周囲の筋
肉をはがしたり、関節包を一部切除したりするため、
手術後の痛みはしばらくあります。ただし、このよ
うな手術後の痛みは手術前の痛みとは違う種類の痛
みであり、手術後に取れていきます。

　　　手術した足に体重をかけても
　　　いいですか？

　　　　構造上、全体重をかけても問題はありませ
　　　ん。痛みや状態に応じて移動方法は車いす→
歩行器→杖とリハビリの進み具合で変更していきま
す（病棟での移動手段の変更は医師の許可が必要と
なります）。

　　　手術をした側を下にして横になっても
　　　いいですか？

Q
Ａ

Q
Ａ

Q
Ａ

Q
Ａ

Q

Ａ
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にリハビリで習った筋力トレーニングや歩行練習な
どを自宅でも行ってください。

　　　車に乗ってもいいですか？
　　　運転をしてもいいですか？

　　　　構いません。時期については主治医へご相
　　　談ください。

　　　自転車やバイクに乗っても良いですか？

　　　　構いません。ただし転倒には注意してくだ
　　　さい。

　　　職場復帰はいつからできますか？

　　　　仕事の内容や職場までの通勤手段、通勤時
　　　間によっても異なります。時期については主
治医へご相談ください。

　　　どのくらいの運動（スポーツ）が
　　　可能でしょうか？　

　　　　退院後に日常生活が落ち着いてくれば、軽
　　　いスポーツなどは可能となります。具体的に

　　　退院後も自主練習が必要ですか？　

　　　　必要です。主に股関節周囲の筋力トレーニ
　　　ングと歩行練習を行いましょう。股関節周囲
の筋力が弱いと跛行となるため、筋力をつけてきれ
いな歩き方の練習を行いましょう。プールなどの水
中歩行練習なども良いでしょう。
（跛行……足を引きずるような歩き方）

　　　いつまで杖が必要ですか？

　　　　股関節周囲の筋力がついて、跛行がなくな
　　　れば杖は必要ないと考えます。
人工股関節を大事に使用するためにずっと杖を使用
するという考え方もあります。ただし、現在のとこ
ろ医学的な根拠はなく、必ずしも杖は必要とは言え
ません。

　　　退院後はリハビリに通院する必要が
　　　ありますか？

　　　　特に必要はありません。退院後は、自宅の
　　　生活、日常生活に慣れていくことがリハビリ
ですので、特に通院の必要はありませんが、入院中

Q
Ａ

Q
Ａ

Q
Ａ Q

Ａ
Q
Ａ
Q
Ａ

Q
Ａ
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どの程度の激しいスポーツを行うかは主治医へご相
談ください。

　　　夫婦生活の注意点はありますか？

　　　　股関節を内側に捻じらないように注意して
　　　ください。

　　　旅行に行く時の注意点はありますか？

　　　　海外旅行などでは金属探知機に反応する場
　　　合があります。行かれる国によっても多少の
違いがありますが、テロ事件以降、米国ではチェッ
クが厳しい傾向にあります。人工関節が入っている
ことを証明する書類（付録6〈P43〉参照）を作成するこ
ともできますので、主治医へご相談ください。

　　　退院後の診察について教えてください

　　　　退院後の診察は医師が患者様の回復が順調
　　　であるか確認するために重要ですので必ず受
診してください。

Q
Ａ

Q
Ａ

Q
Ａ

 13．最後に
　下記のような症状が現れた場合には予約日でなく
とも病院へご連絡ください。緊急の場合は予約外で
も受診することが可能です。（その際に人工股関節の
手術後であることをお伝えください。）

　(1) 感染の疑いがある
　　・股関節の痛みが増してくる場合
　　・38度以上の発熱が続く場合
　　・手術創が異常に赤くなったり、熱を持ったり、
　　　膿や血などが出る場合
　(2) 深部静動脈血栓症の疑いがある
　　・ふくらはぎや足が腫れ、むくみがひかない場合
　(3) 肺血栓の疑いがある
　　・呼吸が苦しい場合、胸の痛みがある場合
　(4) 脱臼の疑いがある
　　・痛みで足を動かすことが出来ない場合（痛み
　　　を伴わない場合もあります）

　　脱臼とは…人工関節がはずれてしまうことです。脱臼し
　てしまった場合は、緊急に処置をしなくてはなりません。
　　無理な姿勢や転倒、急な方向転換などで脱臼することが
　あります。注意が必要な動作については、後ほど紹介しま
　す。（付録３〈P34〉参照）
　　脱臼を頻繁にくり返す場合は、再度手術が必要になる場
　合もあります。
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付　
　
　

録

付　
　
　

録

（　  　）枚 （　  　）枚 （　  　）枚 （　  　）枚

（　  　）枚 （　  　）足 （　  　）足 （　  　）個

（　  　）本 （　  　）本 （　  　）台 （　  　）枚

１．持ち物チェック表 2．自宅写真
手術やリハビリのために準備していただくもの

自宅写真の撮り方のポイント

★新しい物はのりがついていたり、色落ちがしますので、洗剤で洗濯して下さい。
★自分の持ち物には名前を書いてください。
★○のものを手術前日までにご用意下さい。

【玄関】
★玄関へのアプローチ
★玄関出入り口の段差
★手すりがあれば、手すりの高さ
★上がりかまちの高さ
★踏み台があれば、全体の位置
　関係がわかるように
★玄関全体の雰囲気が
　わかるように

浴衣や前開きの
ネグリジェ

バスタオル 靴　　下 靴

火ばさみ 杖 手押し車

ストロー付コップ
または水筒

パジャマ 下　　着 Ｔ 字 帯

A

A

B

B

D

D

E

E

F

C

C

G

一般的な入院に必要な物は、入院受付の際に渡される「入院の案内」を
参照してください。

★術後のリハビリ時にあると便利なものもです。必要な場合はご用意下さい。
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A

A

B

B

D

D

E

E

F

C

C

G

一般的な入院に必要な物は、入院受付の際に渡される「入院の案内」を
参照してください。

★術後のリハビリ時にあると便利なものもです。必要な場合はご用意下さい。
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【浴室】
★洗い場、浴槽、シャワー、
　入口の位置関係が
　わかるように
★出入り口の段差
★洗い場の奥行き・幅
★洗い場からの浴槽の高さ
★浴槽の深さ

【トイレ】
★壁と便器の位置関係が
　わかるように
★敷居の段差
★出入り口の幅
★便座の高さ

【寝室】
★寝室の全体の雰囲気
★部屋入り口の段差の有無、高さ
★段差の高さ
★ベッドの高さ

【その他】
★利用頻度の高い部屋の様子
★テーブル・椅子・ソファの高さ
★庭へのアプローチ・勝手口　
                                  など

B

A

E

G

F

C

A

B

C

D

H

E
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▼

【危険な姿勢】 【安全な姿勢】

3．脱臼のリスクがある動作

4．動作の注意点
　（1）入院生活での動作
　①寝返り

　

高いところへ登る

とんび座り

あぐら 正座

手術していない足の方へ
向きを変えます

足と体の向きを
一緒にします

　②起き上がり

　

上体をまっすぐにして
起き上がります

横になり、足をベッドから
下してから起き上がります

タオルを対角線で持ち、
足にかけます

タオルを交差させて
下腿を拭きます

火ばさみにタオルを巻き、
指の間や足の背面を拭きます

　③更衣
　　      〈脱ぐとき〉　　　　　　　　〈履くとき〉　

　

手術していない足→ 手術した足 手術した足 → 手術していない足

④清拭

▼

※シャワーに入る際も同様の方法で行えます。
　長めのタオル（110㎝～120㎝程度）を使うと行いやすいです。

枕を挟む

× × ○ ○

○× ×

（　　手術側の足）

（　　手術側の足）
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　⑤靴の着脱

　

火ばさみ・長柄の靴べらは
足の間から使います

ソックスエイドを
三つ折りにする

靴下を入れる
（重なる部分が上） 足に入れて引っ張る

手術した足を引く 引いた足のひざをつく 両ひざをつく

四つ這いになる 手術した足を
後ろに伸ばす

手術していない方
へまわる

長座になる

　⑥靴下の着脱

 

　　〈ソックスエイドの使い方〉　

　

　あぐらの形で脱ぎ履きを行います。手術直後は難しいため、
リハビリで練習を行います。
　必要に応じてソックスエイド（靴下をはく道具）を購入・作製
していただきます。

　正座は行えます。また、ゆっくりと自分で曲げられる範囲の
お辞儀は行えます。

　〈床へのおり方〉

　（2）退院に向けての動作
　①床上の動作
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（　　手術側の足）

足首を上下に動かします

ひざを立てておへそを見るように頭を持ち上げます

ひざを立てた状態から足を左右に開きます

ひざを枕に
押し付けます

ひざを伸ばしたまま
足を上げます

手術をしていない足
から踏み出します

手術をした足から
踏み出します

横向きになり
手術した足
↓

手術していない足
の順で入ります

出る際は逆の順番です

手術した足を
伸ばしながら
つかります

この時、手の位置は
お尻より後ろにします

5．自主訓練について
 手術当日
　○パンピング　○セッティング     ○SLR（足を上げる）
　　 （足首の運動）　    （太ももに力を入れる）

　〈昇るとき〉 　〈降りるとき〉

　〈浴槽の出入り〉

　〈浴槽の立ち座り〉

　②階段の昇り降り

　

　（3）入浴動作
　

 ２日目～
　○足を開く
　

　○腹筋
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膝を立ててお尻を真上に持ち上げます

足を広げて立ち上がります

左右交互に
行います

壁に手を当てて
行います

足を肩幅に開い
て行います

　○お尻上げ
　

　○踵上げ
　

　○膝伸ばし
　

 ５日目～
　○立ち上がり
　

 ７日目～
　○足踏み
　

10日目～
　○スクワット
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体を真っ直ぐして足を外に持ち上げます

　○ウォーキング
　　無理をしないように、自分のペースで少しずつ距離を伸
　ばしてください。
　　歩くことで股関節回りの筋肉も鍛えられ、持久力もつい
　てきます。

６．人工関節証明書について
　人工関節は金属探知機に反応する場合があります。海外旅
行などで飛行機や船に乗られる際は、人工関節証明書をご用
意することをお勧めします。
　必要な方は下記証明書をご持参のうえ、主治医へご相談く
ださい。

14日目～
　○股関節を開く
　

×

証明書
Certificate

　　　氏名　　 ：　　　　　　　　　

　　　Name　 ：　　　　　

上記の方が人工関節置換手術を受けられたことを証明いたします。人工関

節には金属が使用されているので金属探知器に反応する場合があります。

Date：　　　年　Year　　　月　Month　　　日　Day

I, hereby certify, that the above named person has received total 

joint surgery that required a medical prosthesis implant. Such an 

implant contains various metal alloys that could react to metal 

detectors, security devices, and like items.

　　　病 院 名： 滋賀県立成人病センター　
　　　Hospital ： Shiga Medical Center for Adults 

　　　主 治 医 ：

　　　Dr.Name：
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　人工股関節を長く使うためには定期的な検診が必要で

す。なぜなら、長期の使用に伴い、人工関節はゆるみや

摩耗する（すり減る）場合があるためです。

　退院後に日常生活の中で痛みなどの問題がなくても、

人工関節のトラブルを早期に発見するため必ず定期検診

を受けましょう。

　このパンフレットは人工股関節全置換術を受けられる

方を対象としていますが、患者様の状態や手術後の状況

により内容が異なることがありますのでご了承くださ

い。患者様により異なることについては医師・看護師よ

り随時説明します。 

人工股関節全置換術を
受けられる皆様へ

滋賀県立成人病センター　TEL.（077）582-5031
整形外科・整形外科病棟・地域連携室・リハビリテーション科

滋賀県立成人病センター


