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Abstract: There is an increasing demand for total hip replacement due to aging society, but cases of postoperative fractures occurring 

in the femur with stem is inserted have been reported. However, the mechanism of fracture has not been explained. This paper 

describes creation of a 3D femur model needed to analyzing the mechanism of fracture from a mechanical point of view. We created 

two femur models and effectiveness of the two models was compared by stress analysis. As a result, a femur model created CT date 

was found to be effective for stress and fracture analysis.  

 

１． はじめに 

人工股関節全置換術(Total Hip Arthroplasty：THA)は，

変形性股関節症および大腿骨頭壊死症などの疾患によ

り，股関節全体が損傷した際に股関節を人工物に置き

換える手術である．この人工物は THAカップ，ライナ

ー，インナーヘッド，ステムで構成されている．THA

は，一般的な整形外科手術の一つとして定着し，2004

年から手術件数が増加し続けていると報告されている．

その背景として，THA技術の向上，高齢化社会，平均

寿命の延びが挙げられる．この手法を受ける年代は主

に 60歳以降の高齢者であるため，今後さらに高齢化が

進み THAのニーズが高くなると期待されている［１］． 

一方，術後にステムの挿入された大腿骨で骨折が起

きる事例が報告されている．具体的な発生割合は，初

回 THAの約 1％，再置換 THAの約 4％で発生すると報

告されており，その件数は手術件数と共に増加してい

る．術後に生じた骨折については，骨折部位，ステム

のゆるみの有無，骨吸収の有無により分類されており．

この分類方法は Vancouver 分類(Figure1)と称されてい

る．しかしながら，どの分類の骨折がどのような条件

下で起きるかについてのメカニズムはまだ解明がされ

ていない［２］． 

本研究では，大腿骨の 3D モデルを制作し，シミュ

レーションソフトを用いて大腿骨の応力解析を実施し

た．本稿では，ライフサイエンス統合データベースセ

ンターで取得したモデル［３］(以下，外形モデルと呼ぶ)

と CT 画像から作成したモデル(以下，人骨モデルと呼

ぶ)が解析に有効かどうか比較・検討をした結果につい

て述べる． 

 

２． シミュレーションおよびモデルについて 

 初めに，比較した 2つの大腿骨モデルについて述べ 

 

Figure 1.Vancouver classification 

 

る．1 つ目の外形モデルは，ライフサイエンス統合デ

ータベースセンターが提供している骨格モデルより，

大腿骨のみを抽出したモデルを利用した．この外形モ

デルは，大腿骨に含まれている皮質骨の厚み及び海綿

骨が表現されておらず，骨の形のみが表現されている．

本モデルのメッシュ数は 21879面とした． 

2 つ目の人骨モデルは，CT 画像を元に作成した 3D

モデルである．Enrico Schileoらの研究［４］では，ご遺

体から取り出した検体と検体の CT 画像を元に制作し

た 3D モデルを比較し，同様の結果が得られる事が証

明されている．このCT画像を利用する方法を参考に，

本研究で用いる人骨モデルは，3DSlicer を利用して作

成した CT 画像から作成するため，皮質骨の厚みおよ

び海綿骨，髄腔の形状が表現されている．メッシュ数

は 82536面とした． 

本研究はシミュレーションソフトである Ansys を用

いて，応力解析を行った．Ansys は静的構造解析，熱

流体解析，最適化および電磁界解析など，用途に合わ

せた様々な解析を組み合わせて実施する事が可能なソ

フトであるため採用した．次に応力解析のためのシミ
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ュレーションで設定したパラメータについて述べる．

固定位置は下部を完全に拘束し，骨頭の数面のみを拘

束する事で，骨盤並びに脛骨に固定された大腿骨を表

現した．モデルにかけた力については，骨頭の部分に

一般的に骨折が生じる 2017[N]をかけた．両モデルの物

性値であるヤング率およびポワソン比はそれぞれ，一

般的に大腿骨の皮質骨に適用されている，12000[MPa]

および 0.3を用いた． 

 

Table 1. Number of meshes and simulation parameters 
 

Outer frame 

model 

Cortical and 

trabecular bone 

model 

Number of meshes 21879 82536 

force  2017[N] 2017[N] 

Physical properties 

(Young's modulus) 
12000MPa 12000MPa 

Physical properties 

(Poisson's ratio) 
0.3 0.3 

 

３． 結果 

外形モデルの結果を Figure1，人骨モデルの結果を

Figure2 に示す．2 つ応力解析の結果を比較すると，外

形モデルは骨のモデルとしては不適切な湾曲した挙動

をみせたに対して，人骨モデルは大きく湾曲せずに骨

モデルとして適切な挙動をみせた．これにより，有限

要素法を用いた解析では，皮質骨および海綿骨の有無

が結果に影響する事が分かった． 

 

Figure 2. Outer frame model 

 

次に応力の観点からモデルを評価すると，外形・人

骨モデルどちらも Figure1 の B にあたる部分で大きさ

の差はあるものの応力が見られた．よって，モデルに

よる応力がかかる場所の差はないが，この結果は，皮

質骨および海綿骨の有無が結果に影響する事が分かっ

た． 

 

Figure 3. Cortical and trabecular bone model 

 

４． 評価 

患者の CT画像を元に大腿骨の 3Dモデルを制作し，

人工股関節であるステムをモデルに加え，上下荷重並

びにモーメントの応力解析を行った坂上等の研究［５］

がある．その結果と本稿の結果を比較すると，同様の

エリアで応力集中が見られた．よって，この人骨モデ

ルの結果は先行研究と比較しても有効であることが分

かる． 

 

５． まとめ 

本稿では，大腿骨の骨折に関する数理的アプローチ

を行った．2つの異なる構造の大腿骨モデルを制作し，

シミュレーションソフト Ansys を用いて応力解析にて

構造の違いが与える影響を評価した．その結果，皮質

骨および海綿骨を加えたモデルが，物性の観点から有

効であることが分かった． 
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