
市民公開講座 特発性大腿骨頭壊死症 講演録 

日時：令和元年 12月 15日（日）13時から 15時          

会場：海峡メッセ下関 801会議室                 

講師：山口大学大学院医学系研究科整形外科学講座教授 

 坂井孝司先生 

はじめに 

私は特発性大腿骨頭壊死症には平成 12年ごろから携わっています。厚生労働省の調査研究班

（菅野信彦 班長）に属しています。平成 29年日本整形外科学会の発行した特発性大腿骨頭壊

死症診療ガイドライン作成に携わっています。ガイドラインは 2019年 10月に出版されたもので、2016

年までに発表されている論文を集めてこう言った治療は効果があるのか、適応があるのかといったことを網

羅している内容です。本日もこのガイドラインに沿ってお話します。 

 

特発性大腿骨頭壊死症とは 

 特発性大腿骨頭壊死症は厚生労働省の定めた指定難病の一つです。 

定義は「非外傷性に大腿骨頭の無菌性・阻血性壊死をきたし大腿骨頭の圧壊・変形が生じて二次性

の股関節症をきたす疾患」となっています。非外傷性、とは骨折した後に骨頭壊死を起こしたものは特

発性とは言わないという意味です。 

また、除外診断基準があり、ペルテス病、二次性（骨折・脱臼、放射線照射後、潜函
せんかん

病）は除きます。

潜函病というのは海女さんとか海に深く潜るお仕事で減圧症によって起きるものをいいます。つまり特発性

大腿骨頭壊死症は原因がわからない、非外傷性ということです。 

 

診断基準 

 厚生労働省の特発性大腿骨頭壊死症調査研究班の診断基準をお話します。 

5 つの項目があります。 

股関節単純エックス線写真の正面増と側面像で 

⓵骨頭圧壊またはクレセント・サインがある 

②骨頭内に帯状
たいじょう

硬化像
こ う か ぞ う

がある。ステージ 4を除いて関節の隙間が狭くなっていない事。 

寛
かん

骨
こ つ

臼
きゅう

（屋根の部分）に異常がないこと。 



 

例をお見せします。このレントゲン写真で見える白い線が帯状硬化像です。骨頭圧壊というのは骨頭が

全くの球形ではなくなって少しひしゃげて平らになっている。こういったものがあれば項目⓵②を満たします。

（図１）  



③骨シンチグラムで骨頭のコールド・イン・ホット像。これがシンチグラムの画像です。 

（図２） 

正常の股関節ではほとんどわからない。 

異常があると黒い部分があって、真ん中に白い部分がある場合をコールド・イン・ホット像といいます。ただ

し骨シンチの検査は最近あまり行われなくなっています。 

④一番ポピュラーな検査が MRI です。MRIで T1強調画像での骨頭内帯状低信号域がある。 

画像では黒い線の部分になります。 

（図３） 

先ほどのレントゲンで見た帯状硬化像と一致しています。ここが壊死と正常の境目になっています。壊死

はこの線で区画された上側です。この線より外側は正常。では、この線は何かというと修復域です。T2強

調画像では白黒マダラのような線で見えています。難しい言葉ではダブル・ライン・サインといいます。あまり

一般的ではないので参考程度に聴いていただければと思います。壊死の大きさと場所が大事です。壊死

の大きさと場所がその後の病気の運命を決めるといっても過言ではないでしょう。 

⑤病理像。これは患者さんの骨頭を真ん中で割った断面を見せている写真です。（実写真）ここに

MRI で写っていた帯状低信号域、境界域がはっきりと見て取れます。区画された上、黄色くなっていると

ころが壊死の部分です。下のくすんだ黄色い部分は正常の骨です。上の方に黒い線が見えますが、壊死

の領域の中で骨折を起こしています。MRIがなかった時代はどうやって診断していたのかというと直径 8ミリ

ぐらいの円筒をこのあたりから入れてずぼっと抜いてくる。 

（図５）  病理組織像 



この中に壊死域・境界域・正常域の3つの層が存在していることを組織で確認してこれは骨頭壊死症で

すよと診断していました。 

 

MRIができるとMRIである程度診断できる。5 つの項目のうち 2 つ以上を確定診断としていますが実は

今、私たちの専門家内でも課題となっています。レントゲンではまだ見えない時期がある。MRI ではバンド、

低信号域が見えるがレントゲンでは見えない時期がある。骨シンチとか病理標本を採ってこない限りは

MRI の一項目しか満たしていないので確定診断できません。MRI で写っていたら確定診断としていいの

ではないかという意見もあります。今の段階では 5 つのうちの 2 つ以上が確定診断に必要です。 

 実際に診断の時のどの項目を使っているかを全国の意思に調査してみました。エックス線像の帯状硬化

像・骨頭圧壊はかなり多い。MRIは一番多い。骨シンチや骨生検はあまり行われていませんでした。 

 

病期分類 

 骨がどのくらい崩れていくのか関節の隙間がなくなっていくのかを判断する指標です。ステージ 1 から 4 ま

であります。 

（図６） 

ステージ 1はレントゲンでは全く所見がない、ところが MRIで帯状低信号域が見えている状態です。こう

いう場合症状は殆どありません。ステージ2はレントゲンで帯状硬化像が見えている。ステージ3は骨頭圧

壊、少し崩れている。３Aは 3 ミリ未満、３Bは 3 ミリ以上。レントゲンで少し骨が崩れてきたときに痛み

を生じるのが一般的です。ステージ 4は関節の隙間つまり軟骨がすり減って狭くなっている状態です。これ

は既に関節症を呈しています。 

 



除外診断 

 擬陽性、つまり骨頭壊死症ではなくても先ほどの診断基準を満たしてしまう病気があります。以下のもの

です。腫瘍、骨端異形成症、外傷による骨頭壊死、骨頭すべり症、放射線照射、潜函病・減圧症、ペ

ルテス病。 

 

遺伝の影響があるか？ 

わが国ではステロイド代謝に関連する遺伝子や脂質代謝に関連する遺伝子と特発性大腿骨頭壊死症

は関連するという報告があります。海外の論文では加えて凝固線溶系、血が止まりやすいということにかか

わる遺伝子と関連があると報告されています。 

 家族内発祥の家系がある、遺伝子が関係しているという論文があります。ニューイングランド・ジャーナ

ル・オブ・メディシンという権威のある医学誌に2005年に掲載されたものです。タイプ2コラーゲンに関連す

る遺伝子と骨頭壊死は関係があるとしていますが、よく見るとこれは骨端異形成症なのです。除外すべき

疾患で骨頭壊死症は遺伝子が関係ありますよと発表しているのです。これを受けて骨頭壊死症の遺伝

子が発見されたといわれることがありますが、厚労省調査研究班としては、遺伝子はまだわかっていないと

いう立場をとっています。 

 

鑑別診断 

 先ほどの 5項目のうち 2 つを満たさないけれど非常によく似ている病気があります。変形性股関節症、

一過性大腿骨頭萎縮症、急速破壊型股関節症、大腿骨頭軟骨下骨脆弱性骨折。先の3つはMRI 

の帯状低信号域が見えない。4 つ目は帯状低信号域の出方が異なるので診断できます。例えば変形

性股関節症のMRI画像ではT1強調画像で丸く低信号領域（黒い部分）があり、T2強調画像では

白く映ります。これは骨の中に水が溜まっていることを示しています。 

（図７） 

 

 一過性大腿骨頭萎縮症は 6から 7か月ほどで自然に治っていく病気でMRI で黒い線は見えません。

骨シンチをとると全体的に黒く映ります。 

 

 急速破壊型股関節症（RDC）は間違われやすいですがレントゲンを撮ると骨頭（丸い部分）自体

がなくなってしまっています。 

 



 一番鑑別が難しいのが大腿骨頭軟骨下骨脆弱性骨折です。高齢女性に多く、骨粗鬆症と関連があ

ります。体重がかかってくる骨・関節に面するところで少しひしゃげて圧壊しているということなんですが、

MRI の低信号域で鑑別できるとされます。 

 

重症度分類と自然経過について 

 壊死の大きさと部位が大事です。T1強調画像前後像中央の画像でどんなふうに壊死があるかをタイプ

A,B,C1、C2 に分けます。壊死が小さければ悪さをしない、症状も起こさない。タイプ A,Bはそのまま様

子を見ていても大丈夫です。 

 問題は C1,C2です。C1 は壊死領域が体重のかかる部分のほとんどを占めるもの。C2 は屋根の一番

端よりも外側まで壊死があるものです。圧壊の確率が高くなる。どれくらいかというと、診断時には圧壊がな

いものを 10年後まで追跡した調査で、2年後 Bは 0%、C1は 39%、C2は 59%。10年後 Bは

0%、C1は61%、C2は 78%が圧壊しました。10年後に人工股関節全置換術 THAを受けていた

人の割合は C1で 32%、C2 で 56%でした。 

 最初のMRI をとった時点で予測できる。C1 だったら 2年後に 4割、10年後に 6割がひしゃげてい

くだろうと説明できます。ひしゃげない限りは痛みは出てこないです。 

 では、たまたまMRI でひしゃげていない C1,C2 が見つかったとしましょう。ひしゃげてくるまで手をこまねい

てみているのか？痛みがないのに大掛かりな骨切りの手術をしましょうと言っても受け入れられないですよ

ね。一昔前はほかに手段がなかったのですが今は再生医療といって比較的侵襲が少ない治療もありま

す。 

 荷重部の 3分の 2を超える壊死 C1,C2で片側であった場合、その後反対側に壊死が発生することは

稀です。SLE という病気では股関節以外にも膝・肩・足関節にも同時多発的に壊死が生じます。股関

節の壊死が見つかったときにほかの部位にもあることはよくあります。膝が 50%、堅が 14%、足が 8%で

す。骨壊死は同時多発的に発生します。時間をおいて別部位に発生することはありません。 

例えば股関節のMRIをとって右に壊死があって左にない場合、時間をおいて左に出てくることは殆どありま

せん。ですから左は大丈夫と安心してもらってよいです。股関節・膝・肩・足と同時にMRI をとったとします。

股関節にはあるけれど他にはない場合、時間をおいて膝とかに出てくることはないと思っていただいて結構

です。例外的に内科の病気が悪くなってステロイド量が増えたりした場合にほかの場所に壊死が起こってく

るという報告はないわけではありませんが極めてまれです。 



 アルコール関連でも荷重部における壊死部分の大きさが予後予測に重要だということ、壊死部位が拡

大することはないというのは共通です。タイプ Aがその後大きくなって B,C1、C2 になることはありません。 

 C1C2B が小さくなることは報告されています。壊死がなくなったという報告もあります。過剰に期待する

のはどうかなと私は思います。若干減少する症例はあります。 

 

発生と発症の違い 

 病気の発生と発症は違います。痛みが全くない状態これは発症とは言いません。痛みが出た、可動域

制限が出たそういった状態が発症です。つまりMRIで見つかっても痛みもなく可動域も正常の場合は

発生していても発症はしていないのです。発生していてもつぶれてこなければ発症しません。「いやいや、

そんなことはない。レントゲンでつぶれていないといわれたけれど痛い」という方がおられるかもしれません。一

つはよく見たらつぶれている場合が考えられます。いろいろな方向からレントゲンを撮るとつぶれているのがわ

かる場合があります。もう一つはMRIで骨髄浮腫像が見えたたらレントゲンで見えないような圧壊があると

いう証拠になります。レントゲンで一見つぶれていなくても、痛みがあるというのは圧壊がある＝つぶれて

いることを意味します。 

 

患者さんから寄せられた質問にお答えします。 

Q1再生医療で軟骨や筋肉の細胞を作れるようになったと聞きます。骨の細胞も同じように ipS細胞など

から作って移植できますか？ 

A１ 

iPS細胞は山中先生が皮膚の細胞から作りだしたあらゆる細胞に分化できる能力を持った細胞です。

2015年に軟骨組織が作られています。2019年からはけがで軟骨が部分的に傷ついた方を対象として

iPS臨床試験が開始予定になっています。特発性大腿骨頭壊死症は対象になっていません。 

 以前から骨を充填する治療は行われてきましたが軟骨と骨を一セットとして移植していかないとなかなか

期待した状態にならない。これが特発性大腿骨頭壊死症では難しいのです。 

 細胞治療はステージ 1，2に対しては短期的に良好な成績が報告されています。骨頭に向かって穴

をあけ細胞なり成長因子なりを移植して血行を再開させ、この部分だけでも壊死から正常に戻して要は

タイプ C1C2から B にする A にする、そういう治療が行われています。 

 圧壊率（つぶれている割合）20~43%、追跡期間は 1年半から 13年という結果です。2年で 2

割から 4割の人がつぶれている。 

広島大学の山崎先生が行った再生医療、細胞移植の結果です。骨髄単核球細胞とハイドロキシア

パタイトという人工骨の中に充填して骨に穴をあけた中に充填する。そうすることで壊死の部分を正常

な部分に置き換えて圧壊を防ぐという治療が試されたわけです。圧壊の進行がなかったものが 30関節

56.7%圧壊したものが 43%という結果でした。半数以上が圧壊しなかったわけです。 

最近筑波大学でSLEステロイド関連性大腿骨頭壊死症に対して自家濃縮骨髄細胞を壊死部に充

填する治療です。タイプ C1C2 では人工股関節全置換術を要した人の割合はそれぞれ 2割、4割でし

た。自然経過と比べるとこの結果は良いのかどうか検証が必要です。 



 京都大学の黒田先生、岐阜に移られました秋山先生は FGF2 という血行を再開しようとする物質

を充填して圧壊を防げないかという治験をはじめられ、10例京都大学で行って 1割に圧壊がみられた。

これを他施設で行いましょうということで京都大学、岐阜大学、大阪大学、東京大学で治験を行いまし

た。今、治験は終了しています。ステージ１・２、つまりつぶれる前に FGF２を充填している。つぶれる前

ですから痛みはないわけです。そういう方に穴を開けさせていただいて、ゼラチンに FGF２を混ぜたものを充

填して 15から 20分で手術は終わります。比較的侵襲が少ないということで説明させていただき実施しま

した。4大学の結果を京都大学の黒田先生が取りまとめて発表の準備をしておられる段階です。ですから

この方法が結果的にどうなったか注視していく必要があります。もしいいということならば保険適応、一般的

に使用されていくことになるかもしれません。以上は圧壊する前に何かを行って圧壊を防ぐ再生医療です。

今後の成績をしっかり見ていく必要があります。FGF２の治験は終了しているので今はこの治療を受け

ることはできません。 

 

Q２少し圧壊した状態です。手術で元の高さに持ち上げて隙間に人工骨や骨を作る細胞を移植するこ

とができないでしょうか？ 

A２ 

背骨の圧迫骨折、これは壊死ではないんですけど、今は底人風船のようなものを入れて膨らませて元の

高さに戻してセメントを充填する「椎体形成術」が結構行われています。そういったことができないのかという

ご質問です。実は今までいっぱい行われています。 

一つはフェミスター法といって外側の下のほうから穴をあけて骨やセメントを充填します。臨床的成功率

は大腿4割弱から8割と非常にばらつきがあります。タイプA、B、C１、C2が書いていない。どういう重症

度のものにこの方法をやったのかそこまで昔の論文には書いていない。だんだんすたれてしまいました。多分

あまりよくなかったのでしょう。 

トラップドア法。これは骨頭をむき出しにして軟骨の部分をドアのように開いて直接壊死の部分を書き

出して、孫代わりにセメントなり金属なりを充填しドアを閉める。これも臨床的成功率は 8 割 9 割と決し

て悪くないのですがなぜか報告されなくなりました。 

 ライトバック法大腿骨頚部少し下のくびれのところから中に向かって穴をあけて充填していく方法です。



これも臨床的成功率 6~8割とそんなに悪くなさそうなのですがあまり発表されなくなりました。 

私自身が考えているのは、いくら骨を充填しても軟骨と骨を一体的に治さないと難しいのだろうと思っ

ています。 

 

Q3人工関節の耐用年数について。10年とか30年とかいろいろ聞きます。長寿社会になったので今 40

歳代で人工関節にしたら年を取ってから入れ替えをしなければならない、そう思うと手術に踏み切れませ

ん。入れ替えの手術は何歳まで可能なのでしょうか？ 

A3 

我々ももっと情報発信しないといけないと考えさせられました。私なりの回答をさせていただきます。まず、

耐用年数です。大阪大学で20年前に人工股関節全置換術の手術をした人の追跡調査では90%

はゆるみがありませんでした。必ずしも 20 年たって入れ替えをしないといけないということではなく 9 割の

人は何ともないわけです。これは 20 年前のインプラント、20 年前の手術の技術の結果です。今はもっと

長持ちするであろうインプラントを使っていますので 20 年 25 年といわずもっと長持ちを期待してもらって

結構です。年を取ったときに入れ替えが必要？本当にそうでしょうか。仮に入れ替えが必要になったとして

も今までの再置換と違ってドライ・リビジョンといって本当に簡単な部品交換で済む場合も最近は多くなっ

ています。 

 人工股関節全置換術は 50・60 台になったらやりましょうという先生もおられます。これには私は真っ向

から反対しています。それまでの短くはない人生の期間をしたいこともせず我慢して暮らしていく、患者さん

それぞれの哲学、それぞれのご事情があって難しいとは思うのですが、私はもし自分の肉親であれば手術

しましょうと言います。ただ、骨切りの適応があれば骨切り術をすべきです。もしなければ人工股関節全

置換術を。一定の齢を取るまで待ってする必要はないと思います。 

 印相的な患者さんがおられます。前の先生との信頼関係が厚く、私も手術を無理強いするほうではあり

ませんので、紹介いただいてからも手術せずに半年に一回レントゲンを撮って経過を見させていただいてお

りました。ある時ご家族が見るに忍びない、先生手術をお願いできませんか、と直接言われました。その時

も患者さん本人は「私はあまりしたくない」という感じ、しぶしぶという感じでした。手術は順調に終わり、2

週半で退院され、術後 2 か月目に独歩で来院されました。それまでは車いすだった方です。旅行も行っ

てきた、3 か月目には温泉旅行も行ってきたと。「先生、こんなにいろいろなことができるんだったらなんで

もっと早く手術してくれなかったのか」と、本気で怒られました。10 年何の問題もなく、お寺参りが趣味で

四国 88 か所西国 33か所バスツアーで行かれました。股関節の手術後で、中にはバスツアーではほかの

皆さんについていけない方もおられます。もともと内科的な病気や筋肉・神経が傷んでいてついていけない

方もおられる。ただこの方の場合併存症がなかったので「あなた本当に手術したんですか？」というぐらいま

で回復されました。800段くらい石段のあるお寺もあるのすが、普通に上って。 

 もう一人ご紹介します。この型は骨髄移植後、白血病で、それ自体は寛解されてよくなっているけれど

大腿骨頭壊死症を発症したというので紹介してこられました。25 歳女性のかたで、残念ながら骨切りの

適応はありませんでした。いつもお母さんが車いすを押して来られる姿が印象的でした。手術は片方ずつ、

2 回の入院で行いました。3 か月目にジャニーズのコンサートに独歩で行かれました。その後も定期的にコ



ンサートに行っておられます。 

 人工股関節の入れ替え手術は何歳までできるのかということですが、合併症がない、あっても手術や

麻酔に影響がなければ私は年齢には関係ないと思います。ただし合併症は年齢にかかわらず麻酔をか

けたり長期の臥床、入院に耐えられるかはしっかり判定していく必要があります。 

 

人工股関節全置換術後に動作の請願はあるのか？ 

 人工股関節は和式の生活はできないとかよく言われます。本当にそうでしょうか？現在脱臼を起こさな

いような正確で理想的なインプラント設置が可能なCT-based navigationを我々は使用していま

す。また手術進入法もかなり進歩していて、術後ほとんどの動作制限はないです。CT-based 

navigationが導入されている施設は全国で 10%未満、もしかしたら 6から 7パーセントかもしれません。

最近の骨切りや人工股関節の手術でナビゲーションを使って手術しているといいますが、十把一絡げです。

プチ・ナビゲーションというか、ほんとにナビゲーション？というようなものもあります。CT-based navigation

は一番正確な方法だと思っています。 

 併存症が安定していて希望される方には和式の生活もスポーツもしていただいています。もちろん内

科的に許されないこともあります。文化活動について600例の患者さんを調べさせていただきました。作動、

日本舞踊、フルマラソン、スキューバダイビング、術前にしていたことは術後必ずできる。スポーツもほぼ可

能になる。スポーツによっては種目によってはしていただけないこともあります。フィギュアスケートです。 

 ジョギングをしている 23 例の方にどれくらいは知っているかインプラントに不具合は内科チェックさせてもら

いました。全然不具合はありませんでした。CT-based navigation を使ってなるべく脱臼を起こさな

いようにする手術計画を立て、その通りに実施する。まだまだこの技術を用いる施設は中四国・九州で

は少ないです。山口大学、福岡大学、熊本…。大阪大学では全国に先駆けて開発から携わってきたん

ですけれど。 

 もう一つインプラントの進化として、骨頭の径は非常に重要です。今までは 28 ミリ 32 ミリ 36 ミリといった

小さなものしか使えなかった。大きなものが使えるようになったので脱臼しにくくなりました。大きな骨頭

を使うとそれに対するポリエチレンが薄くなるのでは？と思われますね。最近のポリエチレンはすごく進化して

いて、丈夫です。 

 術後 2 か月半の患者さん、かかとをつけてのしゃがみ込み動作をしてもらっています（動画）。こんな

格好をさせていいんですか？全然問題ないです。関連する神経・筋肉・内科的な併存症といったダメージ

を受けていないという前提はつきます。ただ股関節だけが悪いという方であればこういったしゃがみ動作もし

てもらいます。 

 走っていいですか？賛否両論あります。希望される方には走ってもらっています。定期的にジョギングさ

れていた 23 例の方、術後 5 から 10 年でインプラントのゆるみがない。血中金属イオン濃度の上昇もな

い。摩耗の兆候がない。こんなことも全部調べて報告しています。少なくとも 5年から 10年やっているこ

とを希望する方にはやってもらっています。何が何でもダメだという先生もおられます。そこはいろいろと議

論の多いところなのでご自身で判断していただくしかないです。今は人工関節にしたからあれもダメこれもダ

メということはないです。 



 しかし起こりうる合併症はいくつかあります。脱臼、感染、神経血管損傷深部静脈血栓症といったもの

があります。これらについてはかなり気を付けて対策をとっています。骨切り術の適応があれば人工関節

ではなく骨切り術を行うべきだと思います。私は手術を無理強いするほうではないのですが、今歩くことが

難しいという方がいて、手術や麻酔が可能だとすると、やれないという選択肢はどうでしょうかと思います。 

 

Q4 長年痛みが続いて動きが悪くなっています。人工関節にしたら足の動きや長さは元のようになります

か？ 

A4 

この方はかなり拘縮が強くてほとんど動かない股関節になっているようです。現在の様子をしっかりと見せ

ていただく必要はありと思います。100%健常な状態に戻るのは正直難しいかもしれません。ただ 8 割 9

割は可能かもしれません。昨年山口に赴任してから両股関節とも拘縮し、ほとんど曲げることができず椅

子に座れない患者さんの手術を両側同時に行いました。座れないからこんな感じ、台の端っこにちょこっと

おしりを乗せている。もう 10代のころからそういう生活をされていた。60代の女性です。手術直後ベッド上

で上体が起こせるようになった。3週目には何十年かぶりに普通に椅子に座れるようになった。大変喜んで

おられました。3か月後には杖もなく独歩で来院されております。今で約一年、もう普通に杖なしで歩いて

椅子にも座っています。 

 

100%は無理 

私先程の CT-based navigation を使って手術をやらせていただいて 13 年、脱臼した人はいなかった

です。一人も。ところが 10 年目におひとり脱臼した人がいました。後にも先にもその方だけです。何をして

いたかというと、非常に順調でした。3 週で退院、3 か月目にお風呂に入っていた時、その方はヨガが趣味

なのですね。大腿が自分の胸につかないかなということで膝を伸ばしたままでグーっと持って行ったのだそうで

す。そこまでするなとは説明していなかったのですけれど。で、胸と大腿が付いたと思った瞬間外れた。その

人は引っ張って治しました。それからは脱臼していません。そういうことも含めて 100%は無理だと思います。

だけど 9割 5分くらいは十分改善の余地はあると思います。 

 

Q5 大腿骨骨切り手術後に仕事に復帰するまではどのくらいかかりますか？また業務内容にはどのくらい

制限があるのか知りたい。建設業、営業職 

 スポーツはできますか（フットサル）？ 

A5概して骨切り術というのは段階的に荷重を進めて骨切り部が安定してから全部体重をかけていいです

よ、という風になります。術後 2 から 3 か月たってから全荷重。ただし全部体重をかけていいですよという

ニュアンスで会って、全部体重をかけて歩いてくださいということではないです。実際には方松葉づえあるい

は杖を持っていただく期間は術後 4 から 6 か月まであります。ですから建設業や営業のお仕事ですと方

松葉杖を持った状態では難しいということになります。完全に復帰していただけるのは術後早くて半年、

遅いと8から10か月。これくらいはみていただいた方がいいと思います。中には看護師さんで術後1年ほ

どで復帰していただいた方もいます。どうしてもそれくらい長くはかかると思います。 



 スポーツに関してもできるようになると思います。ただし今と同じような経過ですね。段階的に体重をか

けていってそこからトレーニングをしていく必要があります。もともとやっていたレベルでできるようになるか、これ

は経過を見ていかないと何とも言えない。少し落ちるかもしれません。近い状態には合併症がなければ十

分期待していただけると思います。 

 

Q6 保存的治療で経過観察中です。歩くときには杖を突くように言われています。自転車は乗っていいで

すか？ 

A6 自転車に乗ってもいいです。ただし絶対に転ばない事。転びそうになった時に踏ん張らない事が

前提です。平地であまり人混みがないところ、自転車でいきなりぶつかられる危険がないところならいいで

す。坂道で立ちこぎしないといけないとか、結構人混みが多くてぶつけられる期間があるという状況ではや

めた方がいいでしょう。 

 気になったのは杖を突くこと。杖をついて体重をかけないようにしたからといって自然経過はあまり変わ

らないといわれています。両方に松葉杖を使って本当に体重をかけないようにしたら効果も少しあるのかも

しれませんが。 

 

Q7高齢の親を介護しています。負担は避けられないのですがこれだけは気を付けてといったことはあります

か？ 

A7 うまくさぼってくださいと言います。今までの話で 2 から 3 週間でも親御さんを見ていただける状況が可

能であれば（ショートステイなど）2から3週間の入院で人工股関節全置換術をするという選択肢もあり

ます。介護もしっかりできるし痛みもなくなる。 

 

治療について 

非手術療法と手術療法があります。タイプ A、B ステージ１，２で圧壊していなければこれ自体は手

術の適応ではありません。タイプ Bが Cになることはありません。C1C2で圧壊があり痛みが出ている場

合、まず骨切りを考えます。仕事復帰にものすごく時間がかかります。仕事上許されるのであれば骨切り

です。C1,C2 でひしゃげている、関節の隙間が狭くなっている場合は人工股関節にせざるを得ないで

す。 

 

骨移植術 

 骨移植には血管柄付き骨移植があります。腓骨又は腸骨を持ってきて骨を養っている血管をつけて移

植する。生きている骨を移植することができる。壊死領域を生きている骨に置き換えてつぶれるのを防ぐと

いう方法です。これに関してはガイドラインではステージ 4に対し 60%から 94%で良好だったと幅がありま

す。この方法は合併症が多いです。いらないところに骨ができたり、腓骨や腸骨を採取した所の合併症が

報告されています。第一に考える治療とはいいがたいです。 

 



大腿骨弯曲内反骨切り術 

丸く切って内側に倒しています。 

（図８）

タイプ C1C2 に適応があります。この部分（矢印）は正常なので体重のかかる部分にもってくる。まず考

えるべきは弯曲内反骨切り術です。ただし術前の計画で体重のかかっている部分が正常なところが 34%

を超えることが可能でないとこの手術の適応はないです。持ってこられる健常なところの合計がある程度大

きくないと、やってもつぶれてしまいます。骨頭外側に十分な健常域を持っている症例 C1 に対して内側に

倒して壊死の部分をうちに寄せ、ひしゃげるのを防ぐという方法です。ただ社会復帰は少し慎重に時間を

かけていかなければなりません。もう一つこの手術で言っておかなければならないのは若干脚の長さが短く

なります。昔はくさび状に切って三角形の骨を除いて内側に倒していました。そうするともっと脚が短くなる。

できるだけ脚の長さを短くしない方法をということで九州大学の西尾先生が考案されたのですけれど、多

少はこの方法でも短くなります。 

 

大腿骨頭回転骨切り術 

 これは弯曲内反ではなかなか対処できない方に対して行う方法です。骨頭を前に回転する、あるいは

後ろに回転することによって後方または前方の健常なところを体重のかかる部分に持ってくる方法です。 

 これも適応としては術後の健常域がある程度の大きさでないと適応はないです。かなりいい手術なので

すが脚の長さが少し短くなります。社会復帰まではどうしても長くなります。 

        



人工骨頭置換術 

 人工骨頭というのは屋根のほうは変えないで大腿骨側だけを変える人工関節です。臼蓋の側、屋根の

側には問題のないステージ３A3B が適応になります。成績は再置換（入れ替え）が必要になったときを

終点とした場合の累積生存率どれくらいもったかという話です。15 年で 68.9~85.5%20 年以上となる

と 62~79%と報告されています。合併症としては脱臼、感染、一番の合併症はアウターヘッド（頭の部

分）が健常なはずの屋根のほうに移動していくというのがみられます。人工骨頭は少しだけ見るとそんなに

悪くなさそうですが私自身はお勧めしないです。するとしたら人工股関節全置換術（THA）です。 

 

人工股関節全置換術（THA） 

 セメントを使わないセメントレス THA とセメントを使うセメント THA の二つに大別されます。骨がある程

度しっかりしている人はセメントレス THA今までのセメントレス THAは術後 10 から 18年で 68から

100%の生存率セメントを使った場合は 10から 15年で 86から89%の生存率（生存率というの

は器械が持ちこたえている意味で、患者さんの寿命の事ではありません）といわれています。幅があります

がここ 10 年くらいのインプラントですとこのパーセンテージはもっと上がり、悪くても 85%とか 90%以上と

いわれています。人工関節というとくるくる動くセラミックとカップの内側のポリエチレンこういうタイプが一般的

です。 

 

 

表面置換型人工関節 

 屋根のほうのカップと大腿骨頭に関しては表面を削って傘状の骨頭をはめ込みます。セメントを使います。

利点は金属と金属で動く面（摺動面
しゅうどうめん

）が形成されるわけですが骨頭径が非常に大きいので脱臼の心

配がほとんどないです。しかも骨を温存できます。ただ金属対金属で金属イオン濃度の上昇、あるいは

骨頭下で骨折する人がいます。 



 もともと Birmingham（バーミンガム）というところの Derek McMinn（デレック・マックミン）という

人が作りました。92 年 94 年頃から本格的に使われはじめ、本邦では大阪大学が 98 年に導入して使

い始めました。悪くなかった。そうするとこれをまねて大手メーカーがこれを作った。表面置換型人工関節を

売り出した。それは幸い日本には入っていないです。デザインとか摺動面の摩擦抵抗とかちょっと違った。そ

うすると金属の摩耗粉が関節の中に入って軒並みダメなのです。それまでやっていたバーミンガム・ヒップもダ

メだろうといわれて、いや、そんなことはないですよと私たちは言ったのですが無視されてしまいました。これを

扱っていたある会社も悪かった機種のデータを見てサイズの小さいものほど悪い、だからサイズが小さいもの

は売りませんという話になって今に至っています。欧米と比べてただでさえ日本人の方は体格が小さい。サ

イズも小さいのが使えないとなると、ほとんど使えなくなってしまいました。 

 私が山口に来てからおひとり、この型は特発性大腿骨頭壊死症ではなく変形性股関節症の方、骨は

残っていて、その人の訴えは「日常生活にはあまり困っていないけれど趣味のテニスができなくなった。何とか

テニスをさせてほしい」ということでした。ナビゲーションを使って去年手術をしました。6か月後には週3階3

時間のテニスをされています。全然問題ないです。 

そんなに使ってよいのか？風向きが変わったのがアンディー・マレー選手、テニスのビッグ４の一人です。

股関節の病気で引退して、バーミンガム人工関節の手術を受けて、今年のウィンブルドンにダブルスで出

場した。その前にあった前哨戦では優勝しています。この前はシングルス、マスターズの大会に出ていて惜

しいところまで行っています。適応があればこの手術はありだと思います。もちろん骨切り術の適応がなけ

ればという条件は付きます。若い人に対する人工股関節はどうなのか、長期成績について今からしっかり

検証していく必要があるだろうといわれています。 

                                      

 

薬物療法 

 適応外使用（健康保険がきかない）も含まれています。 

まず発生予防に使われる薬には、スタチン（高脂血症の薬です）、アンチ・コアグラント（抗凝固剤、血

液をサラサラにする薬）、ビタミン E、フラボノイド、こういったものの発表があります。 

 次に骨壊死が起こってもつぶれなければ症状が出ない、とにかく潰さないようにしようという薬です。ビスフ

ォスフォネートという骨粗鬆症の薬、OPG（オステオプロテオグリカン）という骨粗鬆症の薬、これは骨吸

収を抑制する、骨を食べる細胞をちょっと抑える。 

逆に骨をたくさん作らせるような目的での PTH、副甲状腺ホルモンです。それから先ほど骨移植のところ



でもお話した BMP1（骨形成蛋白）、こういったものが使われてきました。 

動物実験で良いとヒトに対しても本当にいいのか？これについては、まだ今日はお話することができませ

ん。ただ一つ、PPI(プロトン・ポンプ・インヒビター)、これは十二指腸潰瘍・胃潰瘍の薬です。これが発生

予防に効くという発表が札幌医大からありました。今年 2019年 10月の日本股関節学会で発表があり

ましたのでご紹介させていただきます。ランソプラゾールは普通に内科の先生方が処方される薬です。

Toll like receptor（トール様受容体）を介した自然免疫を考えておられます。ランソプラゾールの抗炎

症作用により骨頭壊死の発症する方向から予防する方向への変化が起きているのではないかと考えられ

ます。人ではどうなのか。治験として札幌医大で行われた結果です。ステロイド関連骨頭壊死に対してス

テロイド投与開始とともに 3 日間ランソプラゾールを静注してそのあとは内服という治療が行われました。

MRI をとって 3 か月後と 6 か月後、骨頭壊死が起こっていないかどうか調査しました。結局予防効果は

なかった。残念ながらそういう結果でした。発生を予防はしないけれど、骨壊死の体積については縮小効

果があったという結果でした。壊死の大きさは小さくすることができたということです。ただしこれはあくまで

SLE とか内科的な疾患が診断されてこれからステロイドを投与しますよという段階で同時に投与したと

きです。ですから今すでに壊死がある、病気に対してステロイドが投与されている方がランソプラゾールを投

与してどうなるかという結果ではありませんのでそこは注意が必要です。 

圧壊の防止です。つまり発生しても崩れないようにできないか。ビスフォスフォネート以外あまり報告はあ

りません。ビスフォスフォネートは骨粗鬆症の薬として普通に使われています。動物実験ではビスフォスフォ

ネートを投与するとつぶれないということが報告されています。ヒトに対してもアレンドロン酸、商品名ボナ

ロンを投与するとつぶれないという報告がなされていました。厳密な前向き多施設共同研究（台湾、韓

国など複数の国での大規模調査研究）が行われた結果、無効と結論付けられました。ですからこれはあ

くまで適応外使用となってしまい、ガイドラインの文言としては「効果は不明」であるとしています。これは

厳しいかなと個人的には思います。 

 ビスフォスフォネートは骨吸収・骨形成ともに抑える薬です。最近抗スクレロスチン抗体（商品名イベ

ニティ）という骨形成をぐっと上げて骨吸収を抑える薬が出ています。こういうであればもしかしたら圧壊予

防に効くのではないかと考えられています。2019 年 4 月から良かれと思って全国で使われているんです。

一つ問題になることは心血管イベントです。要は心筋梗塞とか脳梗塞とかが起こりやすいのではないか

という報告が出てきています。そういうことも含めて、適応外使用になりますので骨頭壊死の患者さんにい

きなりは使えないんです。 

 副甲状腺ホルモン、これも骨形成は増やすのですが、骨吸収も増やしてしまう、なので PTH 単独で

圧壊を予防するのはちょっと難しいのかなと思います。 

今後の期待として、福岡大学の山本先生が今お話したいろいろな作用機序の薬を組み合わせて

SLE と診断され今からステロイドを投与しますよという段階で 3 剤を併用して発生自体を抑制できる

かという治験をしておられます。他施設で 17~18例患者さんが集まっています 

手術療法や物理療法に薬剤療法を併用していくことで何とか圧壊しないようにという試みも行われてい

ます。 

 



病因・病態 

 どれくらいの時期に骨壊死が起こっているのか？ステロイド関連では投与開始から 2 か月以内に発生

している可能性がある。アルコール関連はいまだに明らかでない。なんで起こるのか？不明としか言いよう

がないです。諸説あります。骨頭の栄養血管の動脈血栓、骨髄浮腫が起こって骨の中の圧が上がること

で骨の中の血行が阻害されてしまう、静脈が悪いという説、脂肪塞栓。可能性があると思われるのは血

管内皮細胞障害による局所血流低下、あるいは凝固更新と線溶系の異常。これらを臨床で裏付ける

研究はありません。どうしてこんなことが起こるのかはわかっていません。 

骨髄内圧が上昇することで骨の中の血流が悪くなったから骨壊死が起こるとして、骨に孔をあけて圧を

下げ、それによって血行を再開できないかという試みはされていたのですが、結論は自然経過を改善しま

せん。単独でこれが行われることはなくなってきました。ただ先ほど申し上げた通り、自家骨髄単核球移植

つまり細胞治療・再生医療、そういったときにこの孔を通じていろいろなものを入れる、充填する方法として

は使われます。 

どうして発生機序がわからないか。臨床で MRI やレントゲンで患者さんの骨頭壊死を見つけた時は

壊死が完成しているので、何が起こってそうなったかというのがとらえられないのです。動物実験ではどう

か？動物では薬物治療はみんな効くですがなんで人に効かないのか？解剖学的に違う。人と動物では

違う。動物での仮説は人では再現できていない。それが現実です。 

 

疫学 

 疫学には、その病気がどのくらいの頻度で起きているのか、どういったところでおこりやすいかを調べる記述

疫学と、どんなものが関連して骨頭壊死症が起こるのかを調べる分析疫学があります。 

 記述疫学では全国疫学調査定点モニタリングシステムがあります。厚生労働省の難病疫学研究班が

考案した方法で全国の医療施設を 99床以下の医療施設、100から 199、といった風に区分して、99

床以下の施設の中から無作為に 5%、500 床以上、大学病院などは全部の施設に対してこの一年間

にどれくらい骨頭壊死の患者さんを治療しましたかと聞くわけです。それに対して30例とか回答が来ると臨

床疫学像を把握するために二次調査をします。今まで骨頭壊死症については5回、全国疫学調査が行

われています。かなり詳細に行われてきたのが 1995年、2005年、2010年の 3 つです。 

 2010年の調査結果をお話します。推定年内治療患者数 23,100、20年前は 7,400、10年前は

11,400 とだんだん増えています。再診の人も累積して加算しているのでどんどん増えている。純粋に一年

間の新患数はどうかというと、人口 10万人あたり 20年前は 1,500人、10年前は 2,200人、最近は

2,100人。ほとんど変わっていません。人口 10万人当たりの有病率は18、つまり 10万人中 18人の

患者さんがおられるということです。諸外国に比べると韓国は 28.9、中国は 725 という数字で全然違い

ます。韓国に関しては人工股関節の手術の原因疾患で一番多いのが骨頭壊死なのです。日本は変形

性股関節症です。韓国ではアルコール関連の骨頭壊死が多いといわれています。眞露（ジンロ）という

お酒があります。眞露のアルコール度数を少し下げると骨頭壊死が減ったという話もあります。ホントかウソ

かわからないんですけど。それくらいアルコール関連の骨頭壊死が韓国では多いです。では中国でこんなに

多いのはなぜか。診断基準がはっきりしていない影響が考えられます。日本では冒頭観ていただきました 5



項目中 2項目以上という厳格な診断をしています。それで数字の違いが出ているのだと思います。 

 一方、厚生労働省特発性大腿骨頭壊死症調査研究班会議定点モニタリングというのがありまして、

全国 36 施設で患者さんが来られたら登録します。1997 年から行ってきました。結果男女比は抱いた

1.3対１で男性が多い。年代は 40代から 60代。男女別にみると男性は 40第、女性は 30台と 60

代の二峰性のピークがあります。女性の 60代の中でステロイド関連の骨壊死は SLE が一番多いです。

この SLE にかかる人が高齢化してきたためです。あとは人口動態で、この年代の人口がもともと多いので

60代の人が多くなったのではないかと思います。 

 

関連因子 

 英語は associated factor です。ステロイド全身投与歴、習慣飲酒、喫煙、臓器移植の 4 つです。 

習慣飲酒とは週一回以上かつ週当たり 60 グラム以上のアルコール摂取と定義されています。 

ステロイド全身投与歴の基礎疾患では SLE が一番多いです。他はリウマチ、悪性腫瘍、腫瘍性疾

患（異型線腫）、喘息、間質性肺炎、ネフローゼ。こういった疾患の方は MRI 検査が必要かもしれま

せん。 

移植の中では骨髄移植が一番多くなっています。 

 

分析疫学についてお話します。結論だけ言いますと、アルコールに関しては毎日日本酒 2 合相当を 10

年飲んでいるとかなりリスクは高くなります。喫煙に関しては一日 20 本を 10 年相当でかなり比率は

上がる。ステロイドの内服歴、内服なしと比べると最終的には20倍の関連があるといわれています。ステロ

イドとアルコール両方とったらどうなるか？上積みは殆どないです。ステロイドの影響がかなり大きいと言えま

す。 

 ステロイドの量について、一日平均投与量プレドニゾロン換算で 16.6mg 以上。これがステロイド

関連の骨壊死と疫学的に関連があります。パルス療法というのがあります。パルス療法の既往はあります

か、と我々も訊くんですけど。パルス療法一回ありで比率は高くなっています。2 回以上のパルス療法あり

の人は低くなっています。結果としてパルス療法については、はっきりとした関連は得られていません。 

 

SLE とステロイド 

 もともと SLE の患者さんで骨頭壊死症の報告がなされています。1960 年の論文報告を見ますと、

SLE患者さん 400例から特発性大腿骨頭壊死症になった方が 11例です。1例はステロイドの服用歴

はありません。5 例は骨頭壊死が発症してから後にステロイドの投与が始まっていました。つまり骨頭壊死

が起こったときに 11 例中 6 例はステロイドを使っていませんでした。この論文の結論としては SLE による

血管炎が原因だろうとしています。SLEの場合はステロイド投与が必ずしも骨頭壊死とは関連していな

いと最近多く言われています。 

 

脊髄損傷とステロイドの関係 

 昔、今から 15 から 20 年くらい前はスポーツのケガ、柔道とかアメリカンフットボールとかで首をけがして脊



髄損傷・四肢麻痺になった患者さんが来ると大量にステロイドを投与していました。その中で骨壊死になっ

た人がいるのかを調べた報告があります。59例の方に肩関節と股関節のMRIを撮ったところ壊死の発生

はなかった。60例弱という数字が少ないといわれればそれまでですが、ステロイド自体が悪さをしているか

どうか、結論は出ていないと思います。疫学的にはステロイド使用に伴って発生するというのは事実なので

すが、副作用というべきかどうかは不明です。 

 

居住地別、全国調査で見てみました。岩手県は人口10万人当たり0.3人とか、石川県は5.38人

とか、そういった数値です。この都道府県別調査は回答率が低い地域もたくさんあって、役所の調査への

取り組みに差が大きいようです。単純に比較はできません。飲酒・喫煙と関連していることはわかりました。 

 

最後に 

 わたくしが山口に来てから骨切りや人工関節の治療をさせていただいた患者さんと一緒にぜひ、維新海

峡ウォークに参加させていただきたい、というのが今の夢です。例えば 8 キロなり 10 キロなり歩いて、毎年

頑張りましょうねと言いながら歩けたらな、ということです。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

【会場からの質問】 

Q:骨粗鬆症の薬を飲んだら骨壊死になるのでしょうか？ 

A:違います。骨壊死の人がつぶれないように骨粗鬆症の治療薬を飲んでも結果としては効果がなかった

ということです。 

 

Q:MCTD（混合性結合組織病）という疾患でステロイドを飲んでいます。臀部の痛みというか違和感

があるので検査をしました。膝に骨壊死があるけれど大腿骨頭にはないといわれました。これから大腿骨頭

壊死が起きることはないですか？起きやすい人と起きにくい人がありますか？ 

A:今の情報だけでは痛みの原因ははっきりしませんが、骨壊死は同時多発的に起こりますのでこれから

股関節に骨壊死が起こってくることはないでしょう。ステロイド感受性については肝臓の酵素の働きに個人

差があることは知られていますが、まだ研究中です。 

 

Q:先進医療はこれからステロイドを始める人だけが対象で、すでに発症している人は受けられないのです

か？ 

A:残念ながら受けられません。 

 

Q:ステロイドの外用剤は影響しますか？ 

A:起こったという報告はあるが、検証が必要です。本当に骨壊死が起こるのであればもっと多くの患者さん

が起こしているはずです。今のトレンドでは否定的です。 

 



Q:そもそもステロイドって何に効く薬なのでしょうか？ 

A:ステロイドの効果はたくさんあって簡単には説明しきれませんが、主に抗炎症作用です。 


