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i

改訂 2版の刊行にあたり

Charnleyが人工股関節全置換術の発展の道を開いて 55年が経過し，その間も
人工股関節の材料，デザイン，固定法，手術手技，合併症予防法など多大なる進歩
が見られます．しかしながら，この長足の進歩を理解し，よい人工関節を見極める
目をもち，手術適応の判断，手術における技量などを常に洗練して自身の患者の治療
に臨むことは容易なことではなく，一度慣れた手法を，自己検証せずに惰性で続け
ている状況になりがちです．かといって，新しい材料やデザインや手術法を盲目的
に導入すると，学習曲線による初期不良例や不具合品により，以前の成績よりも悪い
結果を招くリスクがあります．人工股関節には，数え切れないほどの機種があり，
若い整形外科医は，研修施設で偶然であった機種および手術法を習得することから
この道に入っていきますが，他の施設の手法や使用機種はどのようなものか，気に
なることだと思います．色々な人工股関節の機種や手術法を，他の施設に出向いて
直接見学したり，セミナーやワークショップに参加したり，手術ビデオなどの媒体
を活用することも役にたつことだと思います．しかし，人工股関節の知識を整理し，
常に人工股関節の進歩に目を向け，新しい医学情報を吟味しておくことは重要で，
文献に常々目を通すのは理想的ですが，そこに至るまでに人工股関節の様々な基本
的知識をまとめた教科書を読んで，基本を身につけておけば，新しい情報も理解し
やすく，効率的に知識が整理できるものと思います．
人工股関節の教科書というと，歴史，材料，トライボロジー，バイオメカニクス，
術前計画，手術進入法，手術手技，周術期ケア，臨床成績など英文などで詳述した
分厚く分冊になったものはありますが，比較的コンパクトにまとめられたものが
少なく，また，日進月歩の人工股関節の情報や変わりゆく患者の手術に対する期待
度や術後の活動性などを教科書にまとめると往々にして情報が時代遅れになりがち
です．本書は，人工股関節のことを一期にできるだけ短時間で勉強したい若い整形
外科医向けに編集し，初版を 2011年に出版し，好評をいただきました．その後 4年
経過したので，新たな知見などの報告も加えて，第 2版を出版できる運びとなりまし
た．再置換術については「股関節学」（金芳堂，2014）など他の専門書を参考にして
いただき，本書をきっかけに，人工股関節についての理解がいっそう深まることに
役立てられれば幸いです．

2015年 10月

菅野　伸彦
久保　俊一
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1章　人工股関節の基礎
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1章　人工股関節の基礎

人工股関節の歴史

1

人工股関節の歴史

1 中間膜挿入関節形成術からインプラントへ

関節形成術 arthroplastyは，歴史的には強
直して動きを失っている関節表面を切除し，
骨端同士が再癒合しないように，何らかの材
料を挿入する interposition arthroplastyから
始まった．1902年，Robert Jonesは関節面
へ金箔を，Murphyは筋膜や脂肪組織を挿入
して，関節の骨性強直は回避できるようになっ
た．しかしながら，これらの中間挿入物は下
肢関節において荷重に耐えうる安定した成績
は得られなかった．Smith Petersenは中間挿
入物の改良を試み，ガラスやパイレックス，
ベークライトなどを用いてカップ形成術を
行ったが，やはり材料の破損などで不具合を
生じた．1938年にコバルトクロム合金（Vital-

lium）をカップ関節形成術に用いることで破
損を回避できるようになった．この方法は
mould arthroplastyといい，挿入したインプ
ラント自体は骨盤および大腿骨の何れにも固
定されておらず，軟骨下骨からの線維性軟骨
形成の鋳型として関節面形状を球形に形づく
るためのものであった．したがって，当初は
繊維軟骨が再生すれば，鋳型としてのインプ
ラントを除去する予定であった．しかし，実
際は鋳型インプラントを挿入するだけで除痛
と可動性がある程度得られ，患者は抜去する
手術を望まなかったので，そのまま長期経過

することが多かった．しかしながら，長期的
にはインプラントの沈下や骨棘形成などで可
動性を失っていった．それでも，1960年代ま
では，Vitalliumカップ関節形成術が，股関節
の変性疾患に対して最も標準的な手術療法で
あった．1937年には Bohlmanが大腿骨近位部
骨腫瘍（巨細胞腫）に対し，Vitalliumで作製し
た近位大腿骨型インプラントの手術を施行し，
良好な除痛，可動性，支持性を報告した．その
後Thompsonや Austin-Mooreなどが Vitallium

製人工骨頭で関節の一部を置換（replacement）
する概念のインプラントを開発し，大腿骨頚
部骨折などに人工骨頭置換術として使用され，
比較的良好な成績が得られるようになった．
しかしながら，変形性股関節症などで関節軟
骨が消失し，摺動面の形状も球状ではない症
例にモノポーラーの人工骨頭を挿入しても，
寛骨臼との摩擦や骨侵食により除痛，可動性，
支持性において良好な結果が得られず，実際
の関節のような摩擦の少ない摺動面を再建す
るには骨盤に摩擦係数の低い材料で作製した
人工寛骨臼（カップ）を設置する必要があった．
Wilesが 1938年に完成させたステンレスス
チール製の人工股関節は，世界初の人工股関節
で（図 1），金属対金属（metal on metal :MoM）
摺動部を有し，Still病の 6例に手術が行われ，
6例ともほぼ寝たきり状態から歩行可能と
なった．しかし，第二次世界大戦中に資料や
情報がなくなり，1例のみが 13年後まで追跡
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されたが，長期経過例では可動性を有してい
たものの，カップおよびヘッド部品を固定し
ていたスクリューやボルトは X線学的には折
損していた 1）．

Charnleyは，人工関節材料で摩擦係数の小
さなものに注目し，テフロンでカップと表面
置換型の骨頭帽を開発し，大転子を切離する
進入法でインプラントを設置したが，大腿骨
頭の血流障害を危惧し，骨頭帽を Thomson

型のコバルトクロム製人工骨頭に変更した（図
2）．その後，関節摺動時の摩擦により発生す
るトルクが，寛骨臼カップと骨との界面で剪
断力となり，カップの固定が破綻すると考え，
トルクを小さくするために骨頭径を 13/8イ
ンチ（約 41 mm）から段階的に 7/8インチ
（22.225 mm）まで小さくすることで（図 3）
新しい関節形成術を完成したと報告した 2）．
しかしながら，テフロンは急速に摩耗し，そ

図 1　Wilesのステンレススチール製人工股関節

図 3　 Charnley の low frictional torque ar-
throplasty

図 2　Charnleyの low friction arthroplasty
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の摩耗粉による異物反応でインプラント周囲
の骨溶解が生じ，破損や緩みで短期に不具合
が生じる結果となった．そこで，当時開発さ
れたポリマーである超高分子量ポリエチレン
（UHMWPE）に注目し，Charnley自身の皮下
にテフロンとポリエチレンの破片を埋植して，
生体反応がポリエチレンでは起こらないこと
を確認した 3）．これにより，1962年からカッ
プをポリエチレンに変更した結果，Charnley

人工股関節は成功を収め，1970年代から世界
に急速に広まった．

Charnleyは低摩擦トルクが人工股関節全置
換術（total hip arthroplasty :THA）の成功の
秘訣と考え，骨頭径を約 22 mmにしたが 2），
それによってカップの固定性を有利にしただ
けでなく，1サイクルあたりの摺動距離が大
きな骨頭径よりも小さくなることで，ポリエ
チレンの体積摩耗率を小さく抑える結果とな
り，良好な長期成績をもたらした 4）．骨頭径
が小さいほど面圧が上昇し，線摩耗率は高く
なるが，骨頭断面積との関係で，体積摩耗率
は 22 mm，26 mm，28 mmあたりの骨頭径
で有意差がでないとの報告もある 5）．しかし，
Müllerなどの 32 mm以上の骨頭径を有する
人工股関節の成績は不良で 6），クロスリンク
ポリエチレンになるまでは，32 mm以上で良
好な長期成績を収めるポリエチレンカップの
人工股関節はほとんどなかった．Charnleyの
ような骨頭径の小さなデザインコンセプトは，
生体の軟骨部分だけのかわりになり得る強度
と耐摩耗性を十分に備えた人工材料が当時み
つからなかったために生まれたものである．
しかし，一方で解剖学的形状からかけ離れた
骨頭径の小さな関節により，股関節荷重スト
レスがステムを介して大腿骨骨幹部にバイパ
スされることで大腿骨近位部の応力遮蔽が起
こり，それによる骨萎縮が免れ得ないものと
なった 7）．前者は可動域と安定性（脱臼抵抗性）
に関して不利なデザインであり，後者はステ
ムおよびステム周囲の骨折や長期固定性で不
利である．

2 人工関節の固定法とデザインの変遷

Charnleyの功績のひとつに THAにおける
インプラント固定に骨セメントを採用したこ
とがあげられる 8）．特に大腿骨ステムの固定
において，垂直方向荷重に対する安定性を得
るためのMoore型人工骨頭ステムの 3点固定
という考えでは，ステム軸周りの回旋安定性
への考慮が欠落している．したがって，回旋
安定性を十分に獲得するには複雑な形状の大
腿骨髄腔に完全にフィットするステムが必要
となる．そのような複雑形状の金属ステムを
作製できても，大腿骨頚部から髄腔に挿入は
不可能である．そのため，粘土状の骨セメン
トを髄腔に先に挿入した後，金属ステムを挿
入してセメントを硬化させれば，セメントと
ステムは複雑な髄腔形状に合った複合材料人
工関節となる．すなわち，術中カスタムメイ
ドのステムデザインである．初期のセメント
THAが米国で普及したころは，X線学的ゆる
みが 5年でカップ 6.5%，ステム 24%，10年で
それぞれ，11.3%と 29.9%と決して Charnley

の成績ほどはよくなく 9），若年で活動性の高
い患者はさらに成績不良であるとされた 10）．
そこで若年者での長期成績向上を目指し，肺
塞栓の心配や煩雑なセメント操作をなくす目
的で，金属と骨を直接結合固定しようという
セメントレス固定の研究が進み 11,12），デザイン，
金属表面加工，インスツルメントや press-fi t
など手術手技の改良で，セメントレス人工股
関節の成績は向上している．セメントとセメ
ントレスでステム固定に関しては 20年で生存
率に差がないほど両者の成績は良好である．
近年では，両者とも応力遮蔽による大腿骨近
位萎縮をいかに最小限にできるかを追求した
デザインが開発されている．セメント固定で
は，ステムをテーパー形状にし，セメントマ
ントル内での沈みをフープストレスにして応
力遮蔽を軽減したり 13,14），セメントレスでは，
近位固定型の短いステムやモジュラーパーツ
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によるオフセットおよび前捻の調節，カスタ
ムメイドデザインなどが試みられている．ま
た，初回 THAにおいてカップのセメント固定
は少数派となり，セメントレスカップ固定が
標準的な固定法となりつつある．

3 表面置換型人工股関節のMoM
摺動部による再興

股関節症は，元来関節軟骨の障害が主病変
であるので，大腿骨頭を頚部から切り取りイ
ンプラントで置換するというのは，自然な形
状からかなりかけ離れたデザインである．股
関節形成術では，誰しも大腿骨頭表層部のみ
をインプラントにできればよいと考えるのは
当然のことである．Charnleyも，最初はテフ
ロンによる寛骨臼カップと大腿骨頭表面置換
型の骨頭帽で股関節形成術（surface hip 

replacement :SHR）を開始したが，テフロン
の摩耗による異物反応などで，短期間で不具
合が生じた．しかし，Charnleyは大転子を切
離した進入法での手術による大腿骨頭部の虚
血が不具合の主因と考え，この SHRのコンセ
プトを断念した 2）．それでも，SHRが理想的
な股関節インプラントの形状と考え，挑戦し
続けた外科医たちが他にも多くいたが，主に，
金属対ポリエチレンの組み合わせで SHRを開
発していたので，総じて成功しなかった．SHR

では骨頭径が大きく，当時のポリエチレンカッ
プでは，急速な摩耗のため Charnleyに代表さ
れる骨頭径の小さな THAに比較して短期間で
ゆるみや骨溶解により再手術になることが多
かった．SHRは，①骨温存，②骨頭径が生理
的で脱臼防止に有利，③再置換が容易という
点でデザイン的には一般的な THAより優れて
おり，耐磨耗性の向上した材料と適切な固定
ができるカップデザインが SHR成功の で
あった．一旦は，Charnleyのポリエチレンカッ
プと金属骨頭の摺動部の THAよりも成績が劣
ると思われた Peter Ringなどのコバルトクロ
ムMoMの摺動部をもつ THAが，長期追跡調

査で，骨溶解もなく，良好な臨床成績が維持
されていることが明らかとなり，MoMが見直
されるに至った．Lingや McKeeの MoMは，
金属であるゆえにカップの厚みを薄くしても
十分な強度を確保できるため，ポリエチレン
カップの THAよりも骨頭径を大きくできるの
で，SHRデザインにとっても都合のいい摺動
部であった．MoMで摩擦や摩耗率をきわめて
小さくするためには，金属製法，摺動部クリ
アランスなどが重要な要素である．McMinn

は，RingやMcKeeの臨床的に成功したMoM

の摺動部を分析研究し，高カーボン含有コバ
ルトクロム合金の鋳ばなし製法（As-cast）を
用い，歴史的に成功を収めた大きめのクリア
ランス（250ミクロン）を採用した Birming-

ham Hip Resurfacing（BHR）を開発し（図 4），
非常に良好な長期成功を報告している 15,16）．
カップはハイドロキシアパタイト（HA）コー
トのセメントレス固定，大腿骨頭コンポーネ
ントはセメント固定の組み合わせが最適であ
ることがMcMinnにより示され，現在の SHR

の標準的固定法となっている．ただし，摺動
部が金属である故に，微量な摩耗粉でも，イ
オン化し尿中に排泄されるため，腎機能障害
患者や妊娠可能な女性や金属アレルギー患者
では適応を控えるべきである．カップの不良

図 4　MoM表面置換型人工股関節（BHR）
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設置角度による辺縁荷重で摩耗が加速し 17），
大量の金属摩耗粉による ARMD（adverse 

reac tions to metal debris）と呼ばれる偽腫瘍
や局所組織障害により，早期再置換を要する
ことがある 18）．また，recall製品となった
ASR（DePuy）と Durom（Zimmer）のよう
な特定機種で早期不具合が起こる現象も見ら
れたが，幸い日本ではこれらの recall機種は
販売されていない．ARMDは MoMの摺動部
からの金属摩耗粉が主因と考えられていたが，
コバルトクロム骨頭とポリエチレンカップの
摺動部やコバルトクロムモジュラーネックと
チタンステムの THAでも ARMDが発生してお
り，大径骨頭のMoMステム型 THAは表面置
換よりも ARMD発生頻度が高く，trunnionosis

と呼ばれるコバルトクロム骨頭とステムネッ
クの勘合部からの金属摩耗粉も重要な要因で
ある．そのため，近年では MoMステム型
THAが使用されなくなってきており，ポリエ
チレンカップとの組み合わせでも trunnionosis

のリスク回避のためにセラミック骨頭が選択
される傾向にある．SHRでは，大量金属摩耗
粉を生じる辺縁荷重を回避するための厳密な
カップ角度やデザイン選択など，高い手術技
量と知識が要求される．英国のレジストリー
では，再置換を終点とした生存率でインプラ
ント機種の良しあしが議論されるが，手術後
の本当の生命予後（寿命）に関する分析では，
表面置換を受けた患者の方が，セメント THA

やセメントレス THAよりも死亡率が長期で低
下することが報告されている 19）．さらに，通
常の機能や QOL評価では天井効果で差が検出
しにくいが，動作解析で表面置換の方が歩行
速度や階段昇りで通常のステム THAよりもよ
り正常に近いことが示されており 20），ARMD

のリスクの低い症例の MoM表面置換や新た
な摺動部の表面置換開発は今後も継続される
と思われる．

4 ceramic on ceramic（CoC）
摺動部材料およびデザイン

人工股関節の固定性は材料，デザイン，表
面加工，手術手技の進歩により向上し，確実
な股関節機能の回復とその永続性を可能にし
つつある．この永続性を阻む最大の課題は，
摺動部の摩耗とその摩耗粉によるインプラン
ト周囲骨溶解であった．特に，活動性の高い
若年患者への適応拡大には，摺動部の耐摩耗
性能は重要な である．アルミナ ceramic on 

ceramic（CoC）摺動部は，その硬さ，傷つき
にくさ，高潤滑性による低摩擦からもたらさ
れる低摩耗と，金属やポリエチレンよりも摩
耗粉の生物学的活性が低いことが利点であ
る 21）．しかし，初期のアルミナ CoCはデザ
イン不良と強度の低さで，破損や摩耗により
成功しなかったものが多い．第三世代のアル
ミナセラミクスは，HIP処理，高純度アルミナ，
粒子の微細化などにより飛躍的に強度を向上
させ，8年で，従来のポリエチレンに比較し
て骨溶解出現頻度の低下と機械的ゆるみ 0%

という良好な成績が報告されている 22）．一方，
日本で開発されたポリエチレンサンドイッチ
タイプの CoCは，カップライナーの脱転や破
損の頻度が高く 23），海外でもポリエチレンサ
ンドイッチタイプの CoCは成績不良であっ
た 24）．近年，CoCできしみ音（squeak）のよ
うな雑音が報告され，0.2～ 20%という高頻
度の報告もある 25）．しかしながら，このきし
み音は，早期破損兆候や機能障害には結びつ
かず，骨溶解やゆるみを起こす程度ではない．
著者らの第三世代アルミナ CoCを 170関節に
使用した経験では，術後 5～ 8年の調査で，
きしみ音を出す症例はなかった 26）．さらに，
セラミック骨頭の強度向上のために，現在で
はアルミナとジルコニアの複合セラミクスが
摺動部分に採用され，骨頭の破損リスクは，
第 3世代アルミナよりも 10分の１に低下して
いる．また，CoCでは骨頭径が増大しても摩
耗性能は低下するどころかやや向上する傾向
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にあり，カップライナー破損リスクを低減し
て，より大きな骨頭を使用できる金属カップ
とセラミックライナー一体型のシステムも出
てきており，その臨床成績の評価が待たれる
ところである．

5 ポリエチレンの性能向上のための改良の歴史

1968年 2月に日本で初めて Charnleyの
22 mm骨頭径のポリエチレンカップを使用し
て THAを施行した敷田は，骨頭径が小さいこ
とによる面圧上昇による摩耗と安定性の問題
を指摘し，5例で臨床使用を中止し，骨頭径
が 28 mm以上の機種に変更した 25）．またガン
マ線照射によるクロスリンクでの耐摩耗性向
上を報告している 27）．その後，敷田は空気中
で 100 Mrad照射後，さらに滅菌に 10 Mrad

照射したポリエチレンカップを臨床使用し
た 28）．その後，実験的に最適照射量を検証し，
10 Mrad～ 20 Mradにかけては酸化劣化によ
る摩擦係数上昇がみられたので，10 Mradが
最適と結論した 29,30）．これは，驚くべきこと
に約 20年後にMcKellopが報告したガンマ線
照射量とポリエチレン摩耗減少の結果ときわ
めて合致している 31）．2000年ごろから，各種
クロスリンクポリエチレンが市販化されてお
り，10年成績でも骨頭移動から計算した線摩
耗率は 0.3 mm程度で，ほとんどが初期クリー
プ変形によるものであることから，ポリエチ
レンの摩耗の課題はハイクロスリンクにより
克服されつつある 32）．さらに特筆すべきは，
ハイクロスリンクポリエチレンにより Charnley

の 22 mmの小骨頭径を採用しなくても摩耗の
心配から解放されることである．
ハイクロスリンクのための放射線照射によ

る残留フリーラジカルによるポリエチレンの
酸化変性を回避するため，融点を超えた加熱
処理は，ポリエチレンの強度を著しく低下し，
体内破損例もでていることから，いくつかの
改良されたハイクロスリンクポリエチレンが

開発されている．3 Mradの照射と Anneal（融
点前加熱）の工程を 3回繰り返しクロスリン
ク度を向上させ，フリーラジカルを効率的に
除去する方法や 33），ビタミン Eなどの抗酸化
剤を混入する方法などである 34）．いずれも，
滅菌方法はガンマ線や電子ビームを使用しな
いガスプラズマ滅菌などを採用し，最終工程
でフリーラジカルを発生させない工夫もなさ
れている．10 Mrad相当のクロスリンクレベ
ルを維持し，耐摩耗性と強度を最適化し，骨
頭径を大きくして薄いポリエチレンになって
も破損しない強度を確保するため，セメント
レスカップでは金属カップの形状やロッキン
グ機構も改良されている．表面の潤滑性を向
上させる MPCポリマーコートや抗酸化剤が，
ハイクロスリンクポリエチレンの耐摩耗性能
をさらに向上させ，第一世代のハイクロスリ
ンクポリエチレンより長期的により良好な臨
床成績を達成できるか，今後の評価が待たれる．

6 手術進入法，MIS，コンピュータ
支援手術

人工股関節全置換術の進歩には，手術進入
法を含めた手術手技や合併症予防法および後
療法の改善が大きく寄与している．手術進入
法では，Charnleyは，十分な展開により，イ
ンプラントの正確な設置ができ，股関節のバ
イオメカニクスを改善するために外転筋トル
クを向上させることを兼ねて，大転子切離を
行う進入法を推奨した 2）．しかし，大転子骨
癒合に関する合併症が少なからず発生するこ
とから，Müllerは大転子の合併症をなくすた
め，前外側進入で手術をより簡単に速くでき
るようにした．また，前方から大腿骨への長
くまっすぐなデザインのステム挿入は，容易
ではないので，挿入しやすいカーブしたステ
ムデザインにした 35）．Keggiは，Smith-Petersen

の前方進入を小さくしても，十分 THAが可能
であると報告している 36）．Charnleyの大転子
切離を回避する進入法として，Hardingeの側

人工股関節全置換術改2_本文念校.indd   7人工股関節全置換術改2_本文念校.indd   7 2015/10/07   11:482015/10/07   11:48



1章　人工股関節の基礎

8

方進入は英国で一時広まったが 37），外転筋力
不全による跛行が合併症として起こりえるた
め，Dallの変法を用いる外科医も多い 38）．一
方で，世界中で最も多く使用されている進入
法は，後側方進入である．寛骨臼展開が良好で，
骨盤後柱も露出可能で，ステム挿入が最も容
易であり，ステムアライメントを良好に制御
でき，大腿骨遠位への手術創も拡張しやすく，
人工骨頭置換から再置換術まで幅広く適応で
きる．外旋筋などを修復しない場合，骨頭径
が小さいと脱臼のリスクが他の進入法より高
いとされるが 39），外旋筋などを修復すると脱
臼リスクは他の手法と有意差がなくなる 40）．
胆嚢摘出術などの外科領域で内視鏡を用いた
手術が，従来の開腹術よりも痛みが少なく，術
後回復が早く入院期間も短縮できるので，最
小侵襲手術（minimally invasive surgery:MIS）
が注目されるようになった．人工股関節全置
換術においても，皮膚切開の小ささや筋 な
どの軟部組織の切開を少なくするMISが提唱
され 41），人工関節企業のマーケティング手法
の一つとしても急速に広まったが，視野の狭
い術野による合併症（出血，骨折，インプラ
ント設置不良など）が起こりやすく 42），また，
短期的に機能回復が早くても，従来の手法と
比較して 6ヵ月以降での優位性が証明できて
いない．手術支援ロボットやナビゲーション
などのコンピュータ支援手術は，インプラン
ト設置の正確さにおいて，従来法よりも優れ
ているが 26,43），コストが普及の妨げとなって
いる．しかし，長期成績での有効性が示され，
保険償還などができれば手術精度を向上させ
る有効な手段として一般にも採用される可能
性はある．

7 おわりに

本章では，人工股関節の歴史について，大
きな流れを短くまとめたので，歴史書のよう
に微に入り細に入り記載していない．また，

歴史は編纂する人の価値感によって見方は大
きく異なるかもしれない．しかし，若い読者
にとって，あまり興味をひかない人工股関節
の歴史について，最小限ながら人工股関節の
さまざまな現状を理解する上で役立つと思わ
れる情報を記載したので，人工股関節の歴史
入門編として活用していただければと思う．
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1章　人工股関節の基礎

人工関節に用いられる材料

2

1 生体材料

生体材料（バイオマテリアル）とは，医学・
歯学分野において，生体に移植して，損傷を
受けた生体組織の機能を回復させることを目
的とした材料のことである．整形外科領域に
おいて，人工関節，脊椎固定材，骨折内固定材，
人工骨などで生体材料が使用されており，現
在の整形外科手術には欠かせないものとなっ
ている．生体材料を分類すると，金属材料，
ポリマー材料，セラミック材料の大きく 3つ
に分類され，工業製品の三大材料のすべてが
用いられている．表 1にそれぞれの典型的な
長所と短所を示す．また，図 1にそれぞれの
材料の典型的な応力－ひずみ曲線を示す．金

属は強度が強く，破壊に至るまで塑性変形に
よる粘りもあり破壊靱性も高い．セラミック
は塑性変形することなく破断してしまい硬い
が脆い．ポリマーは強度が弱いが破壊に至る
までのひずみ量が大きく非常に延性に富んだ
性質を持つ．用途によってこれらの中から至
適な材料が選択使用されている．
生体材料は，他の工業用材料と比較して，
生体内で機能しなければならず，以下に示す
ような条件が求められる．
1）生体適合性
生体適合性は，“特定の応用において適切な
生体反応を示しながら目的を遂行できる材料
の能力 ”と定義されている 1）．適切な生体反応
とは，挿入後の生体材料そのものや生体材料
からの放出物（金属イオン，摩耗粉など）に

表 1　金属，セラミック，ポリマーの主な長所と短所

材料 　 長所 　 短所
金属 　 高強度

　 延性・展性
　 導電性
　 高破壊靱性

　 重量
　 疲労
　 腐食
　 イオンや摩耗粉に対する毒性，異物反応

セラミック 　 高硬度
　 イオン非溶出
　 耐蝕性
　 親水性

　 脆い
　 加工性悪い
　 高コスト

ポリマー 　 延性
　 軽量
　 加工性

　 低強度
　 繰り返し環境下での劣化
　 モノマーの毒性
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対して，発熱，炎症，アレルギー，補体の活
性化，生体細胞の死滅，癌化，血液凝固，貪食，
偽内膜形成などの生体毒性や異物反応をおこ
さず人体にとって安全であるといった必要最
低条件を満たすものから，接着や骨新生など
の生体の反応が生体材料に対しておこり，生
体と生体材料が固定されるといった生体の望
ましい反応を要求されるものまで幅広い．こ
れらの生体適合性を十分に満たすべく，安全
性試験が厳密に行われる必要がある．
2）可滅菌性
生体材料は，生体内に埋植されて機能しな

ければならず，細菌やウイルスによる汚染を
防ぐために，滅菌できなければならない．滅
菌法には高圧蒸気法，γ線照射法，エチレン
オキサイドガス法，ガスプラズマ法などがあ
る．高圧蒸気法が最も簡便で短時間に行える
滅菌法であるが，ポリマー材料など融点の低
いものには不向きである．一方，γ線照射で
は放射線により材料の劣化がおこることもあ
り，エチレンオキサイドガス滅菌では残存ガ
スによる毒性が問題となっている．これら滅
菌による影響をふまえた上で至適な滅菌法を
選択できる必要がある．
3）機能性
生体材料は，生体の組織や臓器の失った機

能を再建できなければならない．

4）耐久性
生体材料は，人工関節のように半永久的に
使用されるものから，骨折内固定材のように
骨癒合が得られるまでの一時的に使用される
ものまであるが，その目的期間の間，機能は
維持され続ける必要がある．摩耗，材料疲労，
腐食，応力集中による破損，繰り返される負
荷による破損などが長期耐用において主な課
題であり，これらによる劣化の程度を予測し
ておく必要がある．

2 人工股関節における生体材料の実際

人工股関節は，機能不全に陥った股関節の
機能を回復させる目的で使用され，骨に固定
されて，痛みなく荷重を支え，関節をスムー
ズに動かせる必要がある．これらの目的を一
つの生体材料で達成することは難しく，人工
股関節インプラントは，機能上の観点から，
荷重を支える構造部，生体（骨）との結合部，
および関節摺動部に分類され，それぞれの目
的に応じて金属材料，セラミック材料，ポリ
マー材料が使用されている．インプラントの
構造部は荷重などのストレスに抵抗する強度
が要求され，インプラントと骨の間の固定部
分はインプラントと骨が微細な動きなく固定

ひずみ

セラミック
金属
ポリマー

弾性変形 塑性変形応
力

破断強度

降伏強度

破断伸び 

図 1　金属，セラミック，ポリマーの典型的な応力－ひずみ曲線

人工股関節全置換術改2_本文念校.indd   11人工股関節全置換術改2_本文念校.indd   11 2015/10/07   11:482015/10/07   11:48



1章　人工股関節の基礎

12

固定 Ti
Ti合金
CoCr合金
タンタル
HA
PMMA

構造 Ti合金
CoCr合金
SS
PE 

摺動 PE or HXLPE/CoCr合金
PE or HXLPE/セラミックス
（アルミナ，ジルコニア，ジルコニア強化アルミナ）
セラミックス/セラミックス
（アルミナ，ジルコニア強化アルミナ）
CoCr合金/CoCr合金

（臼蓋側/大腿骨側）

図 2　人工股関節インプラントに使用されている生体材料（機能的分類）

でき，固定後に剪断力に対して抵抗して固定
した状態を維持できることが要求される．ま
た，関節摺動部は，寛骨臼側と大腿骨側の組
み合わせられた生体材料が優れた耐摩耗性を
発揮すること，および破損を起こさない強度
が要求される．
図 2に人工股関節インプラントに使用され

る生体材料の概要を示す．構造部は，チタン
（Ti）合金，コバルトクロム（CoCr）合金，ス
テンレススチール（SS）などの金属が使用さ
れ，セメントカップの場合，ポリエチレン（PE）
のみが使用される．骨との固定様式はセメン
ト固定とセメントレス固定に分類され，セメ
ント固定には，インプラントと骨の間 を埋
める充填剤としてポリメタクリル酸メチル
（PMMA）系骨セメントが使用される．セメン
トレス固定には，骨との親和性が高いこと，
粗面化や多孔構造など骨新生の足場となるマ
クロ加工が可能であることが要求され，純チ
タン（commercially pure titanium:cpTi），Ti

合金，CoCr合金，またタンタルなどが使用さ
れている．また，ハイドロキシアパタイト
（HA）などの生物活性の高い生体材料を表面
にコーティングすることで骨新生が促進され
ることが知られている．摺動部は，hard-on-soft

摺動部として metal on polyethylene（MoP）

や ceramic on polyethylene（CoP），hard-on

-hard摺動部として ceramic on ceramic（CoC）
や metal on metal（MoM）の組み合わせが採
用されている．ポリエチレンは 10MRad程度
の X線で架橋して耐摩耗性を改善した高度架
橋ポリエチレン（HXLPE）の使用が最近では
一般的である．MoPには SSまたは CoCr骨頭，
CoPにはアルミナ，ジルコニア，ジルコニア
強化アルミナ骨頭が使用される．CoCはアル
ミナ同士，ジルコニア強化アルミナ同士の組
み合わせがあり，MoMは CoCr合金同士の組
み合わせである．

3 金属材料

1．金属材料の特徴
常温下で金属結合状態にある物質を金属と
定義している．金属結合は，金属原子（陽イ
オン）が規則正しく配列しており，その間を
電子（自由電子）が自由に動き回りながら，
これらがクーロン力で結びついている状態を
指し，原子の配列は，ほとんどの場合で面心
立方格子構造，体心立方格子構造，六方最密
充填構造のいずれかである．この構造はそれ
ぞれ原子充填率が異なり，金属の塑性変形に
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影響を与える．純金属よりも高い機械的強度
を持ち，耐食性に優れた材料を作るために，2

種類またはそれ以上の金属元素（または金属
元素と非金属元素）を混ぜ合わせて作られた
金属を合金といい，多くの金属生体材料は合
金が使われている．また，金属の特徴として
表面に厚さ 2～ 10 nm程度の不動態膜といわ
れる化学的に非常に安定した酸化被膜を形成
しており，後述する腐食などを防ぐ働きをし
ている．金属は，鋳型に溶けた金属を流し込
む鋳造や，金属塊を金型で押し潰して目的の
形にする鍛造などの方法で製造・加工されて
いる．

2． 金属材料の人工股関節インプラントへ
の応用
金属材料はセラミックやポリマー材料と比

較して，①機械的強度が大きい，②展性と延
性が大きく加工しやすい，③破壊靱性値が大
きいなどの長所があり，力学的強度が必要な
人工股関節の構造部分（カップ，ステムのボ
ディ）に使用される．使用される金属の主な
ものには，Ti合金，CoCr合金，SSなどがあ
るが，主には Ti合金（Ti6Al4V，TMZFなど），
CoCr合金が使用されている．表 2にそれぞれ
の金属の物性値を示す 2）．Ti合金は，弾性率
（ヤング率）が CoCr合金や SSより低く，逆
に破断伸びは CoCr合金や SSより小さく，変
形による破壊が起きやすいことが示唆されて
いる．

Ti合金の方が CoCr合金よりも骨との親和
性が高いため，骨新生による固定を期待する
セメントレスインプラントの多くは Ti合金が

使用され，さらにその表面は骨新生に有利と
なるように cpTi，Ti合金，タンタルなどで多
孔構造表面加工または表面粗面化加工が施さ
れている．また，高い剛性のステムを使用し
た際にストレスシールドによる大腿骨近位骨
萎縮が生じやすいため，CoCr合金や SSの約
半分のヤング率の Ti合金の方がセメントレス
ステムの材料には好まれている．一方で，セメ
ントステムにおいては，Ti合金は PMMAと
Ti合金の界面の破断による不良な成績が報告
されており 3），CoCr合金や SSが使用される
のが一般的である．
また CoCr合金は Ti合金や SSに比べ，表
面が硬く傷つきにくい特徴があり，また腐食
に対する耐性も高いため，摺動面の骨頭の材
料としても使用されている．さらに，MoM摺
動部素材としても使用されており，鋳放し製
法（As-Cast）で熱処理をせず，高炭素（カー
バイド）含有した CoCr合金が優れた耐摩耗
性を発揮している．
金属材料の問題点としては，金属の破損，
および金属イオンや摩耗粉に対する毒性・異
物反応があげられる．破損の原因として，破
断伸びを超える変形によるもの，繰り返し塑
性変形を加えることによるもの，通常では破
損しない程度の力が繰返し同じ個所に加わっ
て起こる金属疲労によるもの，金属が化学的
あるいは電気化学的に劣化損傷する腐食によ
るものなどが考えられるが，実際の生体内で
は後 2者による破損が問題となることが多く，
臨床においてもステムのネックや体部といっ
た部位で，金属の破損の報告がある 4）．また，
摺動面において生じた金属摩耗粉や，ネック

表 2　金属材料の物性値（文献 2より抜粋）

Ti6Al4V cpTi CoCr SS

引張強度（MPa） 860 240－550 655－1172 480－860

降伏強度（MPa） 795 170－483 241－1586 170－690

破断伸び（%） 10 24－15 50－8 40－12

ヤング率（GPa） 115 106 234 193

疲労強度（MPa） 480－590 330 310 180－300

人工股関節全置換術改2_本文念校.indd   13人工股関節全置換術改2_本文念校.indd   13 2015/10/07   11:482015/10/07   11:48



1章　人工股関節の基礎

14

テーパー部分の腐食により生じた金属粉に対
する偽腫瘍などの生体反応を包括して，ad-

verse reaction to metal debris（ARMD）とよ
び，金属摩耗粉や金属イオンに対する毒性や
異物反応は大きな問題を引き起こす 5,6）．

4 セラミック材料

1．セラミックスの特徴
セラミックスは，金属元素と非金属元素が

イオン結合または共有結合したものである．
古い歴史のある天然の鉱物や粘土などをその
まま原料とした陶磁器やガラスなどのオール
ドセラミックスに対し，高純度の原料が用い
られて人工的に作られたものをファインセラ
ミックスとよび，そのうち生体材料などに用
いられるものをバイオセラミックスとよぶ．
セラミックスは融点が高いため，金属のよう
に溶融して製造することは困難であり，一般
には焼結して製造される．焼結とは，粉末状
の原料を固めて成形し，セラミックスの融点
の 2/3程度の温度で粉末を結合させるもので
ある．このため一般的なセラミックスは小さ
い結晶が結合した多結晶体である．セラミッ
ク材料の力学的強度はこの結晶粒径に依存し
ている．
人工股関節領域で使用されるセラミック材

料は，大きく分けて，生体不活性セラミック
スと生体活性セラミックスに分類される．

2． 生体不活性セラミックスの人工股関節
インプラントへの応用
生体不活性セラミックスのうち人工股関節
に使用されるものはアルミナ（Al2O3）とジル
コニア（ZrO2）である．アルミナとジルコニ
アの物性値を表 3に示す 7）．アルミナはジル
コニアより硬いが，破壊靱性はジルコニアの
方が高い．
アルミナは，①表面が平滑である，②表面
が硬くて傷つきにくい，③親水性が高いと
いった特徴があり，表面の摩擦係数が低いこ
とによる低摩耗性が期待され，CoC摺動面や
CoP摺動面の材料として利用されている．ま
た，金属やポリエチレンの摩耗粉と比べ，ア
ルミナ摩耗粉に対する生物学的活性が低いこ
とも，摺動面素材として適している 8）．しか
しながら，一般にセラミックスは硬いが金属
やポリマーに比べて柔軟性がなく破損しやす
い（脆い）ことが短所であり，初期のアルミ
ナにおいては摺動面の破損が問題であった 9）．
第三世代のアルミナは，破損の課題を克服す
べく，熱間静水圧プレス処理，高純度化，結
晶粒径の微細化などの改良を行い，強度は飛
躍的に向上している．
一方で，ジルコニアはアルミナと比較して
破壊靱性が強いことが特徴であり，アルミナ
の破損の問題を克服するために臨床導入され
てきた．アルミナと比較して硬度が低いため
CoC摺動部としては使用されず，骨頭の材料
として PEライナーとの組み合わせで使用さ

表 3　生体不活性セラミック材料の物性値（文献7より抜粋）

アルミナ ジルコニア
純度（%） ＞ 99.8 97.0

密度（g/cm3） 3.98 6.05

表面粗さ（Ra, μm） 0.02 0.008

曲げ強度（MPa） 595 1000

圧縮強度（MPa） 4250 2000

ヤング率（GPa） 380 210

ヴィッカース硬度 2000 1200

破壊靱性（MN・m3/2） 5 7
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れてきた．ジルコニアは高温での焼結後に冷
却すると正方晶から単斜晶へ結晶相の転移が
おこり，体積変化を生じて亀裂が入るという
問題がある．このため，少量のイットリア
（Y2O3）などを添加して冷却時の相転移を防ぎ，
常温でも正方晶のままで安定させた部分安定
化ジルコニアが使用されてきたが，実際の生
体内環境では，部分安定化ジルコニアも相転
移による表面の劣化がおこっていることが報
告されている 10,11）．このため，摩耗への悪影
響が懸念され，現在人工股関節摺動面の材料
にジルコニアを使用することは推奨されてい
ない．
近年ではアルミナの破損のリスクを減らす
ため，ジルコニアを約 20%の割合でアルミナ
に添加した複合材料が開発され，CoC摺動面
としても使用されている 12,13）．含有ジルコニ
アの正方晶から単斜晶への相転移による体積
膨張によりクラックの進展を防ぎ，アルミナ
質板状結晶（Platelet）によりクラック応力を
分散させることで，強度と破壊靱性が従来の
アルミナと比べ向上し，かつ硬度と安定性は
保たれている（図 3）．破壊靭性が高いことで
薄いライナーが可能となり大骨頭が使用でき，
広い可動域・関節安定性に寄与できる．

3． 生体活性セラミックスの特徴と人工股
関節インプラントへの応用

人工股関節に使用される生体活性セラミッ
クスは，主に HA（Ca10（PO4）（OH）2）である．
骨や歯の主成分とされ，人工的に製造された
HAも骨との親和性が非常に高い材料である．
人工股関節領域では金属インプラント表面に
主にプラズマスプレー法で厚さ 20～ 50μm

程度の HA被膜をコーティングすることで，
インプラント表面への骨新生を促進し，骨と
インプラントの固定に有利に働くことが証明
されている 14）．一方，現在主流のプラズマス
プレー法では照射方向が一方向であることで
3次元ポーラス構造をもつインプラントには
均一なコーティングが難しいこと，インプラ
ント表面のポーラス構造の凹凸が目詰まりし
てしまうこと，照射時の熱の問題などが指摘
され，近年ではリン酸カルシウム溶液中で HA

をインプラント表面に浸漬させる方法も採用
されている．プラズマスプレー法と比べコー
ティングの厚さは 10分の 1の 5μm程度であ
るが，THAの臨床で得られた組織学所見では
プラズマスプレー法と同等の骨新生による生
物学的固定が示されている 15）．

アルミナ

正方晶ジルコニア

クラック

クラック

単斜晶ジルコニア

アルミナ質板状結晶
（Platelet）

図 3　ジルコニア強化アルミナの微細構造とクラック進展防御機構
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