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医療用品(４) 整形用品 
高度管理医療機器 全人工股関節 36315000 

 

販売名：NOVATION ヒップシステム                                                                                  

再使用禁止                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

【警告】 

使用方法  

 (1)セメントレスタイプのインプラント挿入には原則、骨セメント

を使用しないこと。 

(2) 製品に警告ラベルが貼り付けされている場合、あるいは手術

手技に警告の記載のある製品は特に注意して使用すること。 

(3) 術者は、製品に特定な制限及び警告事項(例えば体重制限、

システム内での互換性制限等)があれば患者に伝え、術者自身

もこれに留意すること。 
 

【禁忌・禁止】 

1．適用対象外 (次の患者には使用しないこと) 

(1) 局所性、全身性を問わず、急性もしくは慢性の感染症 

(2) 手術部位近傍の感染症 

(3) 重篤な筋疾患、神経系又は血管系疾患 

(4) インプラントの安定固定を妨げる可能性のある骨量が不十

分もしくは骨質が不良の患者 

(5) その他、移植後のインプラントの機能を危うくする全ての付

随疾患：インプラント材料によるアレルギー、腎不全、心不

全等[金属イオンの血中濃度が高まるため] 

(6) 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等 

2．使用方法 

(1) 再使用禁止（【操作方法又は使用方法等】の項参照） 

(2) 滅菌済みインプラントは、再滅菌しないこと。(【使用上の

注意】 2．重要な基本的注意の項参照 ) 

(3) 使用済みインプラントもしくは開封済み(誤開封)インプラン

トは、再滅菌しないこと。(【使用上の注意】 2．重要な基

本的注意の項参照 ) 

(4) インプラントに損傷を認めた場合は、使用しないこと。(【使

用上の注意】 2．重要な基本的注意の項参照) 

(5) 本品は股関節置換以外の目的に使用しないこと。また、折損、

曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)

を加えないこと。 

(6) 本品は手術手技で特に必要とされる場合を除き、いかなる機

械的改造もしくは加工も行わないこと。 

3．併用医療機器 

(1) 他社製品と混合するような設置は行わないこと。  

   （【使用上の注意】 3．相互作用の項参照）  

                                       

【形状・構造及び原理等】 
1． 形状・構造 

本品は股関節機能回復のために大腿骨髄腔に挿入する補綴物

であり、ステム形を呈する。荷重方向及び患足脚長を調節するた
めにネック長が標準的長さのスタンダードオフセットのタイプ
と、ネック長が長いエクステンデッドオフセットタイプがある。

ネック長が長くなり外側にステムが張りだすと荷重方向が内側
に移行し、患足の脚長が長くなる。反対にネック長が短くなると
荷重方向が外側に移行し、患足の脚長は短くなる。これを患者に

応じて適正な荷重方向及び脚長に補正するために、スタンダード
オフセットタイプとエクステンデッドオフセットタイプがある。 

ネックのテーパー部分には骨頭を装着するために細くなってい 

 

る。ステム肩部分からおよそ 1/3 下方部分にはプラズマスプレイ
コーティングが施されている。 

2．原理・メカニズム 

本品は、整形外科領域で全人工股関節の置換術に大腿骨側に適用

するチタン合金製のプラズマコーティングされたステムでる。骨
盤側のインプラントと組み合わせて使用して股関節機能回復を

担う。本品は骨セメントを併用しないインプラントである。 

 

製品名 外観 

NOVATION ヒップステム 

ステム本体：チタン合金、 

コーテ ィ ン グ部分 ： 純チ タ ン     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ表示 カタログ番号 

9mm Std Offset 160-00-09 

10mm Std Offset 160-00-10 

11mm Std Offset 160-00-11 

12mm Std Offset 160-00-12 

13mm Std Offset 160-00-13 

14mm Std Offset  160-00-14 

15mm Std Offset 160-00-15 

16mm Std Offset 160-00-16 

17mm Std Offset 160-00-17 

18mm Std Offset 160-00-18 

9mm Ext Offset 160-01-09 

10mm Ext Offset 160-01-10 

11mm Ext Offset 160-01-11 

12mm Ext Offset 160-01-12 

13mm Ext Offset 160-01-13 

14mm Ext Offset 160-01-14 

15mm Ext Offset 160-01-15 

16mm Ext Offset 160-01-16 

17mm Ext Offset 160-01-17 

18mm Ext Offset 160-01-18 

 

【使用目的、効能又は効果】 
 

1. 使用目的、効能又は効果  

本品は、整形外科領域での全人工股関節の置換術において、大腿

骨側に適用するチタン合金製のステムである。ステム近位部には
チタンプラズマコーティングが施されている。本品は骨セメント
を併用しないインプラントである。 

 

2. 適用疾患名   
    (1) 変形性股関節症 

(2) 関節リウマチ 

(3) 外傷性関節症 

 
3. 期待する結果 

上記疾患の歩行困難な患者の股関節部を置換して関節機能を回

復させ日常的な歩行を可能にする。 

 
 
 



使用にあたっては取扱説明書を必ず参照すること。 

 
 
【操作方法又は使用方法】 
 
1．使用方法(詳細な手術手技に関しては手技書を参照すること) 

 

(1) 関節包を展開後、関節包を切開し股関節部を脱臼させる。

この場合大腿骨に対して過度な負荷をかけて回旋させな

いように注意する。 

(2) 大腿骨軸を基準に 45°で大腿骨頚部の切除を行う。頚部の骨

切は、外側で大転子の先端部から始め、内側は小転子上部

およそ指が一本入る部位で行う。 

(3) 髄空を箱のみ等を用いて開窓する。 

(4) ラスプで、髄空のブローチをする。 

(5) ステムトライアル、ヘッドトライアルを装着し、仮整復を
行う。（患者の骨格に応じて、エクステンデッドオフセッ

トステムまたはスタンダードオフセットステム、適合サイ
ズを確認する。）  

(6) ステムを挿入する。 

(7) ステムのトラニオンをよく払拭し、大腿骨インナーヘッド

を徒手的に挿入する。その後、ヘッドインパクターを使

って、ステムにしっかりと装着する。 

(8) 整復を行い、通常の手段で縫合し終了する。 

 

 

2．使用方法に関連する使用上の注意 

(1) 体内に埋め込まれた、あるいは開封済みインプラントは

いかなる状況においても再使用しないこと。 

(2) 本品の設置に当たっては、専用の器械を使用すること。 

 

(3) 本品の開封は、無菌的手術状態を保持して行うこと。 

(4) 開封時には滅菌包装に破損がないか、挿入時にはインプ

ラントに損傷がないか確認すること。 

(5) 滅菌包装は使用直前のみ取り除くこと。 

(6) 開封したインプラントの表面は、手術器械等の金属ある

いはその他の硬い物で表面を傷付けないこと。 

(7) 本品は、症例に応じて各構成品を組合せて使用すること。 

 

【使用上の注意】 
１．使用注意(下記の患者には慎重に適用すること。) 

(1) 本品の原材料にアレルギーの疑いのある患者 

(2) 重篤な骨粗鬆症患者、骨軟化症患者 

(3) 重篤な変形、先天性股関節脱臼  

(4) 局部的骨腫 

(5) 全身性疾患及び代謝障害 

(6) 感染症や転倒の病歴患者 

(7) 薬物乱用、喫煙、大量飲酒 

(8) 過度の肥満体  

(9) 可動域以上での振動や負荷 

(10) 活発なスポーツ及び激しい労働 

(11) インプラント固定の準備又は挿入により生じた術中の血

栓症や肺血栓 

(12) 耐力構造の弱体化（例えば腫瘍、肥大）及び使用された

材料での変形（セメント基盤の磨滅や破損あるいはイン

プラントに対する組織反応）を持つ患者 

 

2．重要な基本的注意 

(1) 人工関節置換術の手術手技を熟知している医師にのみ使

用可能である。使用前に、本添付文書、インプラントラ

ベル、相当する製品、手術手技の情報を十分に理解する

こと。本製品の使用に関する情報は弊社までお問い合わ

せください。 

(2) 術者は、患者に事前に手術の目的・内容及び手術で起こ

りうる不具合・有害事象（【使用上の注意】 4．不具合・

有害事象の項参照）についても, 十分に説明を行うこと。

とりわけ、手術の成功を妨げる可能性（【使用上の注意】 

1．使用注意の項参照）がある患者には、これらの要因が 

 

手術の結果を左右することも事前に伝えておくこと。 

(3) インプラントの安全性及び寿命に影響する活動をコント

ロールする方法（例えば、過度の運動を避ける、標準体

重を維持する等）をアドバイスすること。 

(4) 術者は、患者に提供した情報を全て文書で記録しておく

こと。 

(5) 適切なインプラントのサイズ、配置等には X 線あるいは

MRI をもとに詳細に術前計画すること。なお、他のサイ

ズが必要な場合や、計画していたインプラントが使用で

きなかった場合に備えて追加のインプラントを入手して

おく必要がある。 

(6) 下記事項はいかなる状況下においても挿入しないこと。 

 

① インプラントに損傷、擦り傷がある場合 

② 不適切に使用されたかあるいは認可されていない方

法で加工されたインプラント 

③ 既に使用されたインプラント 

④ インプラントの包装あるいはラベリングが破損して

いる場合、又は包装やラベリングがされていない場合 

 

(7) 滅菌済みのインプラントは再滅菌しないこと。 

(8) 使用済みインプラントもしくは開封済みインプラン   

トは、再滅菌しないこと。 

 (9) 本品使用前に滅菌期限及び外箱のラベルの記載(製品    

番号、サイズ等)が一致しているか確認すること。 

(10)  患者に用いたインプラントのロットナンバーを患者  

のカルテに記載し、トレーサリビティーを確実にする

意味から、インプラントに同封されているラベルをカ

ルテに使用すること。 

 

3．相互作用 

併用禁忌(併用しないこと) 

医療機器 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

本品製造業者の推

奨する人工股関節

以外の製品 

機能不良、ゆるみ、

磨耗、破損または早

期不全が生じる恐

れがある。 

インプラントの関

節面が正確に適合

しないことにより、

インプラントの固

定が不確実になる。 

本品製造業者の推

奨する専用器械セ

ット以外の器械セ

ット 

インプラントにゆ

るみが生じる恐れ

がある。 

インプラントのサ

イズが正確に適合

せず、正しく埋植さ

れないことにより、

インプラントとの

固定が不確実にな

る。 

 

4. 組み合わせて使用する製品  

アキュマッチ人工股関節 C シリーズ（メタルヘッド） 

承認番号：21300BZY00642000 

 

5. 不具合・有害事象 

本品の使用において、患者の状態、骨部の形態等により次のよ

うな不具合・有害事象がまれに発生することがあるので、異常

が認められた場合には直ちに適切な処置を行うこと。 

(1) 重大な不具合 

本品の使用により、以下のような不具合が現れた場合は

使用を中止し、適切な処置を行うこと。 

過度の負荷や不適切な手術等によるインプラントの破損 

(2) 重大な有害事象 

本品の使用により、以下のような有害事象が現れた場合 

 

は直ちに適切な処置を行うこと。 

① インプラント材料によるアレルギー 

② 静脈血栓症、肺血栓症 別紙８－２ 



使用にあたっては取扱説明書を必ず参照すること。 

 

(3) その他の不具合 

インプラントの緩み、磨耗、機能低下 

(4) その他の有害事象 

① 脱臼、亜脱臼、下肢の短縮あるいは伸長 

② 急性又は遅発性の感染症 

③ 疼痛 

④ 可動域の減少 

⑤ 心血管系、肺動脈障害(例：脂肪塞栓症)及び神経機能

障害 

⑥ 子宮留血症、創傷子宮留血症及び創傷治癒遅延 

⑦ 一方的な負荷、脆弱な骨質による骨折 

⑧ インプラント表面の磨耗及び異物反応に起因するイン

プラント周辺の骨溶解 

6. 高齢者への適用 

高齢者は一般的に骨量・骨質が十分でないことが多いので、本

品の使用は慎重に行うこと。 

 

7. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用 

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等には使用しないこと。 

 

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

貯蔵方法：高温、多湿、直射日光を避け、室内で保存 

有効期間：外箱の表示を参照 

 

【品目仕様】 

本品においては、厚生労働省基準による生物学的安全性試験及び

物理学的強度試験を行うことで、人工股関節としての安全性を確認し

ています。 

  

【包材】 

製品毎に 1個単位包装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主要文献及び文献請求先】＊* 

イクザクテック株式会社 

〒103-0027  東京都中央区日本橋三丁目１５番２号 鹿児島ビル８階 

電話番号：(03) 6262-0880   FAX 番号：(03-6262-0820)  
 
【製造販売業者の名称及び住所等】＊* 
イグザクテック 株式会社 

〒103-0027  東京都中央区日本橋三丁目１５番２号 鹿児島ビル８階 

電話番号：(03)6262-0880    FAX 番号：(03) 6262-0820 

製造国名：米国 

製造業者名：Exactech Inc. 

2320 NW 66th Court, Gainesville, Florida 32653, USA 

 

 

 


