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Ⅰ．プロジェクトの概要
■プログラム名：健康研究成果の実用化加速のための研究開発システム関連の隘路解消を支援する
プログラム
■プロジェクト名：患者別に機能発現する階層構造インプラント
■機関名：国立大学法人 大阪大学
■研究代表者名（役職）： 大阪大学大学院医学系研究科 教授 吉川秀樹
■共同研究機関名：（１）大阪大学大学院工学研究科
（２）東京大学大学院医療系研究科
（３）ナカシマメディカル株式会社
（４）国立医薬品食品衛生研究所
■共同研究機関代表者名（役職）：
（１）教授 中野貴由、
（２）教授 田中栄
（３）常務取締役 藏本孝一 （平成 22 年 4 月～平成 25 年 3 月）
代表取締役 中島義雄 （平成 25 年 4 月～平成 27 年 3 月）
（４）部長 松岡厚子 （平成 22 年 4 月～平成 25 年 3 月）
部長 新見伸吾 （平成 25 年 4 月～平成 27 年 3 月）
■実施期間：５年間
■実施経費： 465 百万円 （５年間、間接経費、環境改善費込み）
プロジェクト概要
機関の現状
【スーパー特区における大阪大学（中核拠点）の取組】
当該スーパー特区は、民間企業を代表として唯一採択され、出口（実用化までの製品化戦略）が極
めて明確なプロジェクトとして評価されるとともに、大阪大学からの参画メンバーは、“患者毎に機能を
最適化したインプラント”を開発するために必要な基礎研究から有効性・安全性評価、臨床研究まで
幅広い分野にて中核を担い、本申請書記載分も含め、既に多くの成果を上げている。
【大阪大学（中核拠点）の現状と本申請採択後の寄与】
・ 当該スーパー特区と大阪大学グローバル COE「構造・機能先進材料デザイン教育研究拠点」と
の研究協力協定（MOU）を 2009 年 12 月締結（密接な連携体制）
・ 基礎から臨床研究の中核を担う研究者の参画（医学系研究科・工学研究科）
計画構想
これまでに申請者らは、患者が活動性ある生活を送るため
に必要な機能（骨質の自発的改善能・衝撃吸収能・骨格形状
への適合能）を階層的な材料設計により付与することに成功
した。このヒエラルキーデザインともいうべき新技術は、従来型
の平均骨格情報に基づくインプラントとは一線を画し、“患者
毎に最大の機能を発揮するインプラント”の設計を可能にす
る。本事業では、患者が個々に求める骨機能を階層構造の
制御により付与し、“あたかも生体骨として振る舞う高機能な
金属製インプラントを製品化”するために必要な有効性・安全
性のデータの取得を加速する。
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達成目標（ミッションステートメント）
【中間評価時（3 年目）の成果目標】
患者毎に異なる 3 つの骨機能（骨質の自発的改善能, 衝撃吸収能, 骨格形状への適合能）の治験
実施計画書に記載可能な有効性に関するデータを 50%以上（本プログラムで計画している実施課題）
取得する。
【本事業終了時（5 年目）の成果目標】
「患者毎に異なる骨機能（骨質の自発的改善能・衝撃吸収能・骨格形状への適合能）を付与したイン
プラント（人工関節・骨接合用品）」の開発と 5 例以上の患者に対し最適製品を試作し、治験実施計画
書に記載可能な有効性・安全性に関するデータの取得を完了する。
【最終的に製品化を予定している機器】
・ 患者毎に異なる骨機能（骨質の自発的改善能, 衝撃吸収能, 骨格形状への適合能）を付与した
骨類似インプラント
・ 個別の患者での骨格形状に最適化した人工関節・骨接合用品

（代表機関名： 大阪大学

提案課題名： 患者別に機能発現する階層構造インプラント ）
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ミッションステートメント
（１）課題の概要
これまでに申請者らは、患者が活動性ある生活を送るために必要な機能（骨質の自発的改
善能・衝撃吸収能・骨格形状への適合能）を階層的な材料設計により付与するための基盤技
術の獲得に成功している。このヒエラルキーデザインは、“患者毎に機能を最適化したイン
プラント”を設計・提供することを可能にする。本事業では、患者が個々に求める機能をヒ
エラルキーデザインにより付与し、“あたかも生体骨のように振る舞う高機能な金属製イン
プラントを実用・製品化”するために必要な有効性・安全性のデータを加速的に取得する。

（２）実施期間終了時における具体的な目標
【中間評価時（3 年目）の成果目標】
患者毎に異なる 3 つの骨機能（骨質の自発的改善能, 衝撃吸収能, 骨格形状への適合能）
の治験実施計画書に記載可能な有効性に関するデータを 50%以上（本プログラムで計画
（代表機関名： 大阪大学
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している実施課題）取得する。
【本事業終了時（5 年目）の成果目標】
「患者毎に異なる骨機能（骨質の自発的改善能・衝撃吸収能・骨格形状への適合能）を
付与したインプラント（人工関節・骨接合用品）」の開発と 5 例以上の患者に対し最適
製品を試作し、治験実施計画書に記載可能な有効性・安全性に関するデータの取得を完
了する。
（３）実施期間終了後の取組
 治験実施計画書の作成
・ “患者毎に異なる機能（骨質の自発的改善能・衝撃吸収能・骨格形状への適合能）”
の付与により高機能された骨類似インプラント
 医療用具製造承認申請書の作成
・ 個別の患者での骨格形状に最適化した人工関節・骨接合用品
・ 骨類似の低ヤング率・衝撃吸収能を発揮する人工股関節
・ 骨質の自発的付与を可能とする異方性孔/溝構造を付与した人工股関節
（４）期待される波及効果
・ 「インプラント設計・材料学」ともいうべき新規学問領域の構築
・ 患者毎に高機能化したインプラントの評価ガイドライン・審査指針策定
・ 学術的根拠に基づく患者別に機能発現する階層構造インプラントの製品化
・ 取得特許のライセンスによる参画メーカー等からの実用化
・ 製造承認申請書の論理展開の情報開示による複数メーカーからの産業化
・ アジア地域での日本製医療機器の拡大と生体医工学分野の学術的支援

採択時コメント
本提案は、患者ごとに最適化された骨機能を発揮するインプラントを世界に先駆けて開発、実用化しようとする
取組であり、個別化医療を推進して、これまで不可能とされた活動的な生活を患者に提供する意欲的な提案で
ある。実生産及び上市という出口を見据えて開発を目指すインプラントについて、その有効性・安全性の評価を
含め、研究・開発計画が具体的かつ精密に設計されている点が高く評価できる。企業との連携に基づく開発期
間の短縮に期待が持たれるとともに、産・学・官いずれに対しても成果の波及が見込まれる。
課題の実施に際しては、成果を承認申請に効果的に繋げていくために、企業サイドにおける薬事申請に精通
した専門家あるいは他企業との連携を含めた開発・実用化体制の強化が求められる。
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Ⅱ．経費
１．所要経費
(単位：百万円)
研 究 項 目
1. インプラントデザイン

担当機関等

研 究
担当者

大阪大学大 荒木秀樹

に用いる骨質指標の

学院工学系 ほか

決定

研究科

2. 骨誘導に関わる生物

東京大学

学的センシングマーカ

田中栄

所要経費
Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

年度

年度

年度

年度

年度

35.0

13.6

18.9

16.9

0

84.4

13.0

10.5

13.7

11.7

12.1

61.0

13.0

30.7

16.9

0

0

60.6

7.4

4.3

3.5

0

0

15.2

2.8

2.8

2.8

4.0

0

12.4

7.4

5.3

7.6

11.5

14.2

46.0

10.3

12.6

16.0

16.0

16.5

71.4

7.4

4.3

3.7

11.4

8.0

34.8

2.6

3.6

5.7

1.9

1.0

14.8

合計

ほか

ーの同定
3． In-vivo 応力を制御す 大阪大学大 吉川秀樹
るための溝/孔構造の最

学院医学系 村瀬剛

適化

研究科

坂井孝司
ほか

ナ カ シ マ メ 藏本孝一
デ ィ カ ル 株 ほか
式会社
4. 衝撃吸収性をもつパ

大阪大学大 中野貴由

ウダー/ソリッド複合体の

学院工学系 ほか

構造最適化

研究科
ナ カ シ マ メ 藏本孝一
デ ィ カ ル 株 ほか
式会社

5. 患者毎の骨格形状に

大阪大学大 吉川秀樹

最適化されたインプラント

学院医学系 村瀬剛

の臨床的評価

研究科

坂井孝司
ほか

ナ カ シ マ メ 藏本孝一
デ ィ カ ル 株 ほか
式会社
国立医薬品 松岡厚子
食品衛生研 迫田秀行
究所
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6. ヒエラルキーデザイン

大阪大学大 名井陽

により患者毎に高機能

学院医学系 ほか

化したインプラントの臨

研究科

0

0

0

15.5

14.3

29.8

0

0

0

0

20.2

20.2

0

0

0

0

11.8

11.8

0

0

0

1.6

1.0

2.6

98.9

87.7

88.8

90.5

99.1

465.0

床的評価
大阪大学大 中野貴由
学院工学系 ほか
研究科
ナ カ シ マ メ 藏本孝一
デ ィ カ ル 株 ほか
式会社
国立医薬品 松岡厚子
食品衛生研 迫田秀行
究所
所 要 経 費

（合 計）

２．使用区分
（単位：百万円）
サブテーマ１

サブテーマ２

サブテーマ３

サブテーマ４

サブテーマ 5

サプテーマ 6

計

設備備品費

37.7

0

14.6

4.2

8.0

12.2

76.7

人件費

30.2

0

0.7

0.7

27.7

6.5

65.8

事業実施費

47.8

55.9

60.9

46.2

66.9

17.6

295.3

間接経費あ

4.1

5.1

6.1

5.0

3.6

3.3

27.2

119.8

61.0

82.3

56.1

106.2

39.6

465.0

るいは環境
改善費
計

※備品費の内訳（購入金額５百万円以上の高額な備品の購入状況を記載ください）
レーザラマン分光光度計一式
（NRS-5100SPR, COL-500）

19,950,000 円

リサーチ用高性能凍結ミクロトーム
(CM3050SIV)

5,761,087 円

非接触光学式三次元測定スキャナー
（SOLUTIONIX Rexcan CS+）

5,601,852 円

蛍光 X 線分析装置
（リガク ZSX PrimusⅢ+）

13,284,000 円

動作解析装置
（酒井医療

マイオモーション EM-M13） 10,159,344 円
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Ⅲ．実施結果・成果の概要
１．目標達成度
（１）目標の達成状況
【所期の計画（目標）】
本事業では、患者が個々に求める骨機能（骨質の自発的改善能・衝撃吸収能・骨格形状への適
合能）をマルチスケールでの階層的な材料設計により付与し、あたかも生体骨として振る舞うよ
うに、各サイズスケールでの骨機能を最適化した金属製インプラントを実用化・製品化する。そ
の具現化に向けた新規インプラントの有効性・安全性のデータを系統的にかつ、加速的に取得す
る。効率的なデータ取得のため、以下の 6 大テーマの計画に基づき、戦略的に研究を推進した。
条件付採択コメントに関しては、所期の全体計画を変更することなく企業と安全性・有効性の専門
家の連携を強化することで対応した。
① インプラントデザインに用いる骨質指標の決定
（ナノメートルオーダー）
実施内容
1. 新たな骨質指標の系統的解析
2. 各種疾患モデル動物およびインプラントを埋入した動物を用いた骨質評
価
3. ヒト検体を用いた設計指標の有効性評価
② インプラント・骨界面の親和性に関する生物学的評価 （マイクロメートルオーダー）
実施内容
1. 骨系細胞の材料界面での親和性に関する評価
2. 骨系細胞の応力感受性に関する生物学的評価
③ in vivo 応力を制御するための溝/孔構造の最適化 （マイクロメートルオーダー）
実施内容
1. 骨質を改善する異方性構造の最適化と前臨床試験
2. 骨誘導を促進する表面改質手法の最適化と前臨床試験
④
衝撃吸収性をもつパウダー/ソリッド複合体の構造最適化とインプラントの試作
（マイクロメートルオーダー）
実施内容
1. パウダー/ソリッド（P/S）複合体の製造プロセスの最適化
2. P/S 複合体の力学的・生物学的安全性の評価
3. 各種骨質指標・応力感受性マーカー・骨格形状に基づく P/S 複合体の試作
⑤ 患者毎の骨格形状に最適化されたインプラントの臨床的評価
（ミリメートルオーダー）
実施内容
1. 骨格形状に最適な形状の骨接合用品の臨床的評価
2. 骨格形状に最適な形状の人工関節の臨床的評価
⑥
ヒエラルキーデザインにより患者毎に高機能化したインプラントの臨床的評価
（全オーダーの網羅的取り組み）
実施内容
1. 患者毎に高機能化したインプラントの臨床的評価
2. 臨床上の問題点の各実施課題へのフィードバック
【達成状況】
① インプラントデザインに用いる骨質指標の決定
骨の力学機能に根ざしたインプラントデザインの最適化を可能とするため、力学機能を決定する新
規骨質指標の同定ならびにその評価手法の確立を目指し、微小域Ｘ線回折法、ラマン分光法など
の材料学的手法による骨解析を試みた。結果として、生体アパタイトの c 軸配向性、コラーゲン配列
度を確立し、当初目標として設定した「2 種類以上の指標の決定」を達成した。さらに、疾患骨やイン
プラント埋入骨において、正常骨に比較して有意な差異を見出し、これら骨質指標の有効性を実証
（代表機関名： 大阪大学
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した。
②

インプラント・骨界面の親和性に関する生物学的評価

骨系細胞をインプラント材料上で培養し、それぞれの細胞における遺伝子変化をとらえること
に成功し、所期の目標に到達した。さらに、In vivo 実験について、新たな実験モデルマウスの作
製、マウス脛骨に移植するインプラントの作製に成功し、材料界面での応力センシングマーカーの
検索を行った。
③

in vivo 応力を制御するための溝/孔構造の最適化

人工股関節全置換術後臨床例のレントゲン画像におけるチタン合金インプラント周囲の骨形成
について、インプラント表面との角度、方向、骨形成の程度から異方性構造を明らかにし、動物大
腿骨埋入用インプラントのデザインを決定した。また家兎及びビーグル犬大腿骨に、電子ビーム積
層造形法により作成したチタン合金 implant 埋入実験を施行し、X 線学的・組織学的・力学的評価
から、骨形成に最適な表面性状を決定しえた。
④

衝撃吸収性をもつパウダー/ソリッド複合体の構造最適化とインプラントの試作

電子ビーム積層造形法により作製した造形体の疲労限は約 550 MPa で、従来の Ti-64 合金鋳造材
と比較して高い疲労強度を示すことが明らかになり、所期の目標を達成した。
さらに、電子ビーム積層造形法に用いる 45 µm から 150 µm のチタン合金粉末に対する CHL 細胞を用
いたコロニー法による細胞毒性試験では細胞毒性がないことを確認した。その他、力学的安全性・生
物学的安全性を担保した上で、金属積層造形技術を活用したインプラント（人工股関節用アウターカップ、
製品名：GS カップ））を薬事申請し、2014 年 11 月 14 日に薬事承認を取得した。
さらに、電子ビーム積層造形装置の造形条件、特に、電子ビーム走査間隔と出力を最適に制御し、骨類
似の低ヤング率パウダー／ソリッド複合体を作製した。熱処理によりパウダー部の粒子同士のネック形成を
図ることでパウダー部を力学機能化し、低ヤング率を維持しつつ衝撃吸収性の付与を達成した。結果とし
て、低ヤング率化と衝撃吸収性および耐久性を同時に発現するインプラント部材を創製した。
⑤

患者毎の骨格形状に最適化されたインプラントの臨床的評価
CT 画像から患者毎の骨格形状に最適化されたパーソナライズド骨接合用品を５例試作し、造形

骨への適合性を確認できた。カスタムメイド製品は最終製品で力学検査が行えないためワーストケ
ースを想定して力学試験を行ったが、優れた強度を確認できた。また、屍体大腿骨 CT 画像から患
者個々の骨格形状に最適化されたパーソナライズド人工関節も 5 例試作し、大腿骨へ挿入設置し、
良好な設置が得られることを確認した。
⑥

ヒエラルキーデザインにより患者毎に高機能化したインプラントの臨床的評価
パーソナライズド人工関節、骨接合用品とも新鮮凍結屍体を用いて、精度と固定性の実験を行

い優れた結果を得た。また、骨接合用品に関しては橈骨遠位端、上腕骨遠位端に対し薬事承認を取
得し、臨床応用を開始している。現在まで 5 例にパーソナライズド骨接合用品を使用し、有害事象
なく良好な成績を得ている。

以上の結果から患者毎に異なる 3 つの骨機能（骨質の自発的改善能、衝撃吸収能、骨格形状へ
の適合能）の治験実施計画書に記載可能な有効性に関するデータは現時点で下図のごとく取得済み
100％を達成した。

（代表機関名： 大阪大学
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[治験実施計画書記載データと実施状況]

分類

試験・評価名称

取得状況

被験機器の安全性を裏付ける試験
・

物理的・化学的特性

造形物の化学組織分析

○

造形物のミクロ組織観察

○

造形物の引張試験

○

造形物の疲労試験

○

・

電気安全性及び電磁両立性

被験機器は該当しない

－

・

生物学的安全性

原材料の細胞毒性試験

○

造形品の溶出物試験

○

・

放射線に関する安全性

被験機器は該当しない

－

・

機械的安全性

患者別に機能発現する階層構造インプラントの FEA シミュレーション

○

患者別に機能発現する階層構造インプラントの耐久試験

○

造形品の引張試験（経年劣化評価）

○

骨系細胞の材料界面での親和性評価

○

骨系細胞の応力感受性に関する生物学的評価

○

骨内埋植試験（固定性評価）

○

骨内埋植試験（親和性評価）

○

パウダー/ソリッドの圧縮試験（衝撃吸収性試験）

○

・

安全性・耐久性

機器の性能・効能を裏付ける試験

○：データ取得済、－：該当無し
[進捗状況まとめ]

取組内容

１年度目

① イ ン プ ラ ン ト デ ①-1
ザインに用いる
骨質指標の決定
（大阪大・中野）
② インプラント・骨
界面の親和性に
関する生物学的
評価（東京大・田
中）
③ in vivo応力を制
御するための溝/
孔構造の最適化
（大阪大・坂井）

２年度目

３年度目

４年度目

５年度目

実施期間終
了後

新たな骨質指標の系統的解析
①-2 各種疾患モデル動物およびインプラントを埋入した動物を用いた骨質評価
①-3 ヒト検体を用いた設計マーカーの有効性評価

②-1 骨系細胞の材料界面での親和性に関する評価
②-2 骨系細胞の応力感受性に関する生物学的評価

③-1 骨質を改善する異方性構造の最適化と前臨床試験
③-2 骨誘導を促進する表面改質手法の最適化と前臨床試験

（代表機関名： 大阪大学
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④ 衝撃吸収性をも
④-1 パウダー/ソリッド複合体の製造プロセス（電子ビーム積層造形法）の最適化
つパウダー/ソリ
ッド複合体の構
④-2 パウダー/ソリッド複合体の力学的・生物学的安全性の評価
造最適化とイン
プラントの試作
④-3 各種骨質指標・応力感受性マーカー・骨格形状に基づくパウダー/ソリッド複合体の試作
（ナカシマ・藏
本）
⑤ 患者毎の骨格形
⑤-1 骨格形状に最適な形状の骨接合用品の臨床的評価
臨床研究
状に最適化され
たインプラント
（先進医療）
⑤-2 骨格形状に最適な形状の人工関節の臨床的評価
の臨床的評価
（大阪大・村瀬）
⑥ ヒエラルキーデ
⑥-1 患者毎に高機能化したインプラントの臨床的評価
ザインにより患
者毎に高機能化
されたインプラ
⑥-2 臨床上の問題点の各実施課題へのフィードバック
ントの臨床的評
臨床研究
価（大阪大・名井）

（２）中間評価コメントに対する対応
成果を承認申請に効果的に繋げていくために、薬事申請予定社であるナカシマメディカル（株）の薬事・品質
保証グループと連携して事業を実施した。また、安全性・有効性に関する隘路解消のために安全性・有効性の
専門家である国立医薬品食品衛生研究所とも連携し開発・実用化体制を強化した。変更なし。
（３）所期の計画の見直しの有無とその内容・理由
所期の計画通りに進捗し、ミッションステートメントの変更には該当しない。

（代表機関名： 大阪大学
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２．成果
（１）研究成果の内容
①国民のニーズが高い革新的な医薬品等の開発に資する成果について
CT 画像から患者毎の骨格形状に最適化されたインプラントデザインの設計を行い、形状カスタマイ
ズに成功した。過去の症例データから骨接合プレート・大腿骨ステムの試作と強度試験、FEA 解析結
果を取りまとめ、形状カスタム化に関しては薬事申請中である。
また、本プロジェクトで決定しえた新規骨質指標（生体アパタイトの配向性、骨中コラーゲン配列、骨
中の格子欠陥）を用いて、患者大腿骨の骨質を評価することにより、インプラント表面加工に重要な情
報がフィードバックされ、個々の患者に応じた表面性状のカスタマイズも期待できるようになった。一方、
インプラント・骨界面における骨形成について、材料や表面加工方法により骨系細胞に遺伝子発現に
変化がみられることが明らかとなった。このような、インプラント-骨界面における生物学的指標の同定は、
世界的に例を見ない試みであり、生体親和性に優れる人工関節を開発する上で強力な評価方法の端
緒となった。
金属インプラント造形技術に関しては、本邦では実用化されていない電子ビーム積層造形法で
作成されたインプラントによる前臨床試験で、in vivo 応力を制御するための溝/孔構造の最適化
によって良好な骨形成が得られることが確認された。さらに衝撃吸収性をもつパウダー/ソリッド複
合体を用いることで、応力遮蔽効果の抑制が期待できる低ヤング率で衝撃吸収性を有する人工関節
の作製に成功した。
このように全く新規な設計思想によるインプラント形状・表面加工・衝撃吸収性のカスタマイズによ
って、インプラント自体の高機能化を獲得し、長寿命インプラントが実現するものと期待できる。
②本プロジェクト実施による開発加速の状況について
本プロジェクトで実現を目指す「ヒエラルキーデザインにより患者別に高機能化した生体骨のように
振る舞うインプラント」に対して、各階層構造のデザインの確立が達成されつつある。想定したナノ、マイ
クロ、ミリスケールの各スケールにおいて、最適なインプラント表面の溝構造（マイクロメートルスケール）
およびパウダー/ソリッド構造（ミリメータースケール）を決定することができた。
特にインプラント表面の溝構造では、「自発的な骨誘導を促進させる」という観点からインプラント表
面との最適な溝角度を決定し、この溝角度を付与したインプラントは周囲骨の旺盛な骨形成示すことが
実証された。一方、パウダー/ソリッド構造という新規概念に基づいたインプラント材料開発では、ソリッド
部の 3 次元構造を一方向孔を導入したハニカム形状とすることで骨類似の力学的異方性の発現に成功
した。さらに、パウダー/ソリッド構造は低ヤング率を維持しつつ、格段に良好な衝撃吸収性を発揮する
ことから、生体骨類似の力学機能を有するインプラントが実現した。すなわち、溝構造、パウダー/ソリッ
ド構造そしてそれらの作製を可能とする電子ビーム造形法によって、ミッションステートメントで謳った患
者毎に異なる 3 つの骨機能、骨質の自発的改善能、衝撃吸収能、骨格形状への適合能を同時に達成
できた。
これらの生物学的安全性は各種安全性試験によって確認済みであり、マルチスケールでの形状最
適化による自発的な骨誘導を促進させるインプラントを開発することに成功した。
また、実用化を加速するため取り組みとして、スーパー特区採択機関であるナカシマメディカル株式
会社を中心に、スーパー特区で活用が推奨されている開発段階からの薬事相談を活用し、国立医薬
品食品衛生研究所と連携することで、承認審査基準や規格などを開発段階から協議することで無駄の
ない研究開発と短期間での実用化を目指し、パーソナライズド骨接合用品に関しては薬事申請を既に
（代表機関名： 大阪大学
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行った。
③プロジェクトによって得られた新しい科学技術面での知見・成果について
本プロジェクトは骨関節インプラント自体の高機能化と周囲骨への骨質付与の両輪からなり、我々が
目指す世界初の“患者毎に最適化された骨機能を発揮するインプラント”の開発へとつながる。そのうち
周囲骨への骨質付与には、周囲骨の骨質評価というアプローチが不可欠である。
患者個々の骨質を診断する 2 種以上の指標を決定するという目標に対して、生体アパタイトの c 軸
配向性、コラーゲン配列度、アパタイト中のナノレベルでの欠陥構造といった 3 種の指標を提案した。こ
れらは本プロジェクトによって初めて見出された、いずれも新規概念に基づく骨質評価指標である。従来
用いられてきた骨密度と比較し、新規骨質指標は骨の力学機能を高く反映することが実証された。とりわ
けアパタイトの c 軸配向性は骨の力学機能との相関が非常に高いことから、骨の力学機能を正確に評価
する新規骨質指標として最適である。一方、陽電子消滅法を用いたアパタイト結晶構造中に存在する空
孔型欠陥の検出に初めて成功しており、アパタイトの c 軸配向性が改変される以前の骨診断が可能にな
ることが示唆されている。
さらに、新規骨質指標は互いに独立ではなく、特にアパタイトの c 軸配向性およびコラーゲン配列度
には強い相関があることを発見した。したがって、新規骨質指標を決定するにとどまらず、各指標を適切
に組み合わせた系統的骨質評価法を提案することを検討している。これら新規指標は、インプラント埋入
骨の力学特性評価のみならず、種々の疾患骨や再生骨の骨質診断にも応用できることが大いに期待さ
れる。
また、インプラントと周囲骨との親和性はインプラントのルースニング予防に関連すると考えられる。
今回、インプラント材料によって破骨細胞の分化は明らかに優劣のついた影響を受けないことが新たに
判明し、生物学的な面からインプラント材料の選択によるインプラント界面でのルースニングに差はない
ことが示唆された。 一方、骨芽細胞は材料や表面加工の状態によって遺伝子発現に差があることが、
今回新たに認められた。この結果から表面において骨芽細胞が基質タンパク合成を促進させるような、
つまり周囲骨への骨質付与にもつながるインプラントの作製に応用できることが大いに期待できる。
従来の関節インプラントは周囲骨に比べてヤング率が極めて高く、応力遮蔽効果によりゆるみをき
たすとされてきた。このため、超長寿命型の関節インプラントの開発には、低ヤング率でありながら、衝撃
吸収性をもたせることが不可欠である。今回、3 次元 CAD データに基づく電子ビーム走査により金属粉
末を選択的に溶融・凝固させた層を繰り返し積層することで 3 次元構造体を作製する新たな技術である
電子ビーム積層造形法を用いて、従来の加工では困難であった複雑形状の 3 次元構造体である格子体
内に金属粉末の入った多孔質体となるパウダー/ソリッド複合体の作製に成功した。格子間隔を調整する
ことで生体骨に近いヤング率を得ることができ、熱処理を施すことでプラトー応力が発現し、衝撃吸収性
の付与も可能となった。これは、ヤング率、降伏応力、プラトー応力、衝撃吸収エネルギーなど幅広い力
学パラメータを任意に制御し、患者別にインプラントの力学機能に幅広い自由度を持たせることができる
新たな長寿命型インプラント作製に応用できると期待される。
また、人工股関節全置換術後臨床例のレントゲン画像を対象に、大腿骨内の既埋入チタン合
金インプラント周囲の in vivo での骨形成における骨微細構造について、インプラント表面との
角度、方向、骨形成の程度を評価し、家兎大腿骨及びビーグル犬大腿骨埋入用インプラントのデ
ザインを決定した。また家兎大腿骨及びビーグル犬大腿骨に対して、電子ビーム積層造形法によ
り作成したチタン合金 implant 埋入実験を施行し、X 線学的・組織学的・力学的評価から、骨形
成に最適な表面性状を決定できた。この表面形状をインプラントに適応することで、近傍での応
（代表機関名： 大阪大学
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力状態を制御し、新生骨が自発的に誘導され骨質の高い骨へと成熟させることが可能となること
が期待される。
マクロレベルのカスタマイズとして、パーソナライズド骨接合用品とパーソナライズド人股
関節の試作に成功した。パーソナライズド骨接合用品は変形治癒した骨を骨切りした後矯正し固
定する際に用いるインプラントであるが、我々のグループ独自の基盤技術である骨変形矯正手術
支援システムにて手術シュミレーションした術前計画情報をもとに、患者個々の骨格形状に最適
化した骨接合用品である。これは世界でも類をみない画期的なインプラントであり、煩雑な矯正
骨切り手術を経験の浅い整形外科医でも正確にかつ容易に行うことを可能にできると期待され
る。

（２）研究成果の発表状況
【ワークショップ、国際会議の開催】（0 件）
開催なし。
【研究成果発表等】
１)論文等
原著論文発表

左記以外の誌

（査読付）

面発表

口頭発表

合計

(学会、国際会
議、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等）

和文誌

44 件

6件

44 件

94 件

欧文誌

52 件

1件

9件

62 件

合

96 件

7件

53 件

156 件

計

２）特許等出願件数（６件）
1) 名称：「構造体の製造方法及び構造体」
出願 No.：特願 2011-239427
出願者：大阪大学
2)．名称：「配向性の制御装置」
出願 No.: 特願 2006-180675
出願者：ナカシマメディカル株式会社
3）．名称：「インプラント材料及び当該インプラント材料の製造方法」
出願 No.：特願 2008-522288
出願者：ナカシマメディカル
4）．名称：「衝撃吸収構造体及びその製造方法」
出願 No.：特願 2009-298803
出願者：ナカシマメディカル
5）．名称：「インプラント材」
出願 No.：特願 2011-234561
出願者：ナカシマメディカル
6) 名称：「構造体の製造方法及び構造体」
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出願 No.：特願 2011-239427
出願者：ナカシマメディカル
３）受賞等（6 件）
1)

福田英次, 高橋広幸, 中川誠治, 中島義雄, 中野貴由, 第 36 回 日本金属学会 技術

開発賞 電子ビーム積層造形法による骨類似機能化した人工関節の開発 2013 年 9 月 17 日.
2)

野山義裕、三浦卓也、石本卓也、板谷貴大、新家光雄、中野貴由，日本金属学会第 61

回論文賞「Bone loss and reduced bone quality of the human femur after total hip arthroplasty
under stress-shielding effects by titanium-based implant」、2013 年 9 月 17 日.
3)

福田英次、石本卓也、藤谷渉、中野貴由，第 18 回日本金属学会優秀ポスター賞：「電子

ビーム積層造形法により作製した新規指向性孔ポーラスインプラントの骨再生挙動」2012 年 3
月 29 日
4)

N. Ikeo, T. Ishimoto, T. Nakano ， ECO-MATES 2011 PROMOTION AWARD ：

「Fabrication of three dimensional structures by EBM method」2011 年 11 月 30 日
5)

池尾直子、中野貴由，第 38 回日本臨床バイオメカニクス学会 学会奨励賞：「骨質として

のアパタイト配向性を考慮した骨代替用指向性ポーラスインプラントの設計・開発」2011 年 11
月 18 日
6)

佐藤文治、石本卓也、李志旭、中島奈津紀、中野貴由，第 15 回日本金属学会優秀ポス

ター賞：「生体アパタイト配向化に対する Klotho 遺伝子の役割」2010 年 9 月 25 日

４）主な原著論文（査読付き誌掲載の論文、5 件以内）
1) N. Ikeo, T. Ishimoto, and T. Nakano: Novel powder/solid composites possessing low Young’s
modulus and tunable energy absorption capacity, fabricated by electron beam melting, for
biomedical applications, Journal of Alloys and Compounds, 639, (2015), pp.336-340.
2) Omori S, Murase T, Kataoka T, Kawanishi Y, Oura K, Miyake J, Tanaka H, Yoshikawa H.:
Three-dimensional corrective osteotomy using a patient-specific osteotomy guide and bone
plate based on a computer simulation system: accuracy analysis in a cadaver study. Int J Med
Robot. 10(2):196-202, 2014.

3) Y. Noyama, T. Nakano, T. Ishimoto, T. Sakai and H. Yoshikawa: Design and optimization of
oriented groove on the hip implant surface to promote bone microstructure integrity, Bone, 52 [2]
(2013), pp.659-667.
4) Y. Noyama, T. Miura, T. Ishimoto, T. Itaya, M. Niinomi, and T. Nakano: Bone loss and
reduced bone quality of the human femur after total hip arthroplasty under stress-shielding
effects by titanium-based implant, Materials Transactions, 53 [3], pp.565-570, (2012).
5) T. Nakano, W. Fujitani, T. Ishimoto, J.-W. Lee, N. Ikeo, H. Fukuda and K. Kuramoto:
Formation of new bone with preferentially oriented biological apatite crystals using a novel
（代表機関名： 大阪大学

提案課題名： 患者別に機能発現する階層構造インプラント ）
16

cylindrical implant containing anisotropic open pores fabricated by the electron beam melting
(EBM) mothod, ISIJ International, 51 [2], pp.262-268, (2011).
（３）スーパー特区あるいは関連分野への科学的・技術的波及効果
① インプラントデザインに用いる骨質指標の決定
カスタムメイドインプラントを設計する上でインプラント製品の各種力学機能を決定することが不
可欠であるが、効率的なカスタムメイドインプラントの設計が期待され技術的波及効果は大きい。さ
らに、生体アパタイトの c 軸配向性、コラーゲン配列度、アパタイト中のナノレベルでの欠陥構造と
いった観点による骨の評価は、骨の力学機能適応のメカニズムや骨疾患ならびに骨再生過程の
機序をも明らかにすることが可能であり、科学的な意義も大きい。また、この新規骨質指標は工学
的・医学的・融合的見地からのものであり、医工連携体制での開発はインプラント設計・材料学とも
いうべき新規学問領域の構築につながると期待される。
② インプラント・骨界面の親和性に関する生物学的評価
骨系細胞の材料界面での親和性評価が明らかとなったことで、インプラント周囲のルースニン
グの原因解明が期待される。またそれとともに、骨系細胞の応力感受性を調べることで、インプラン
ト周囲のルースニング制御にあらたな可能性を示すことはもちろん、炎症による関節破壊などのメ
カニズム解明にも寄与する可能性がある。
③ in vivo 応力を制御するための溝/孔構造の最適化
スーパー特区「生体融合を可能とする患者別受注生産モデルの構築」において、電子ビーム
積層造形技術は核となる製造技術のひとつであり、本プロジェクトにて電子ビーム積層造形法を
用いたインプラントに対する良好な骨形成が確認されたことで、スーパー特区への技術的波及効
果は大きい。また、電子ビーム積層造形法で作成されたチタン合金インプラントに対する客観的な
骨形成評価が得られたことは、科学的な意義も大きい。
④ 衝撃吸収性をもつパウダー/ソリッド複合体の構造最適化とインプラントの試作
電子ビーム積層造形装置の運転条件とバリデーション方法を確立できたことによる本スーパー
特区への技術的波及効果は大きい。さらに、本プロジェクトにて、パウダー/ソリッド複合体の作製
に成功し、そのヤング率や衝撃吸収性等の力学特性を制御できることを見出したことによる自動車
や航空宇宙産業分野への科学的・技術的波及効果が期待出来る。
⑤ 患者毎の骨格形状に最適化されたインプラントの臨床的評価
スーパー特区「生体融合を可能とする患者別人工関節受注生産モデルの構築」において、患
者個々の骨格形状に最適な骨接合用品の実用化は、カスタマイズされた整形外科インプラント
（人工関節、骨接合用品など）の実用化の足掛かりとなる重要な役割を持っている。現在、承認申
請中であるが許認可が出れば、カスタマイズされた人工関節の実用化が加速すると考えている。さ
らに、国立医薬品食品衛生研究所と連携して評価指標を提案し、ガイドライン化に取り組めば、本
事業の参加者だけでなく、他の研究機関やインプラントメーカー、医薬品医療機器総合機構など
に対しても極めて有効な波及効果が得られると思われる。
⑥ ヒエラルキーデザインにより患者毎に高機能化したインプラントの臨床的評価
橈骨遠位、上腕骨遠位に対するパーソナライズド骨接合用品が薬事承認されたことにより、実
際の臨床での使用が開始された。現在のところ、使用症例は 3 例だが、有害事象なく極めて良好
な術後成績を得ている。今後、症例数の増加と、長期的な臨床成績を評価することにより、ヒエラ
ルキーデザインにより患者毎に高機能化したインプラントの臨床データを蓄積する予定で
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ある。本技術が実際の臨床で、極めて良好な結果を示すことができれば、3 次元製造技術の
革新を背景に既存のインプラントがカスタムメイド化される可能性が高く、生体内インプ
ラント製造技術のブレークスルーとなることが期待される。
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３．研究計画・実施体制
①有効性安全性評価を専門とするチームあるいは同アドバイザーとの連携はどのように行われたか。
本事業で開発を目指すインプラントの特徴の一つに、電子ビーム積層造形法の採用が挙げられる。電子ビ
ーム積層造形法では、金属粉末を原料として、必要とする部分に電子ビームを照射し、溶解、凝固させること
により、複雑な三次元形状の造形品を自由に製造できるメリットがある。しかし、原材料である金属粉末が最終
製品に残存し、生体内に拡散する可能性が否定できないため、その生物学的安全性について検討を行う必
要がある。そこで、金属合金粉末の細胞毒性について有効性安全性の専門家である国立医薬品食品衛生研
究所で実験を行った結果、実際の製造に用いられる 45 µm から 150 µm のチタン合金粉末では、細胞毒性は
認められなかった。
また、医療機器の安全性は最終製品で評価をすることが基本であるが、患者毎の骨格形状に最適化された
インプラントは各々で形状が異なるため、最終製品を用いて力学試験を行うことは不可能である。そのためカ
スタムメイド製品の承認申請の方法について検討する必要がある。その際、カスタムメイド製品を製造する範
囲として指定したものの安全性が基礎となる既製品に劣らないことを示す必要があり、その方法はカスタムメイ
ドインプラントに関する評価指標に示されている通り、有限要素解析（FEA）とされる。しかし具体的な解析方
法について審査ガイドラインには記載されていない。そこで国立医薬品食品衛生研究所と連携し FEA の妥当
性を示し、カスタム製品のワーストケースが力学試験で十分な強度を担保できることと併せて試験方法を確立
した。この連携体制により開発期間の短縮が見込まれた。
②研究項目毎に適切な予算配分、執行に向けてどのような配慮がなされたか。
年 2 回の定期的な運営会議の他に適宜テーマ毎個別の打ち合わせを行い、当初計画と照合できる進捗管
理シートをアップデートすることで進捗管理を常時行った。これを使用することで効率的に有効性安全性に関
する試験の実施と結果のフィードバック、予算の過不足の把握を行って、以下のごとく研究開発の適切な進行
を図った。
①インプラントデザインに用いる骨質指標の決定
新規骨質評価指標を用いた各種骨試料の測定に必要な消耗品、ならびに試料の入手に予算を多く配
分した。また、信頼性の高いデータの収集ならびに効率的なデータ取得を図るため、測定装置の保守作
業に対しても予算を配分した。
②インプラント・骨界面の親和性に関する生物学的評価
各種細胞培養のための試薬や生物学的評価のための試薬、応力センシングマーカー探索のために
DNA マイクロアレイ購入などに予算を多く配分した。
③in vivo 応力を制御するための溝/孔構造の最適化
家兎及びビーグル犬のインプラント埋入実験に必要な動物購入、動物保育、硬組織作製、手術やレント
ゲン評価に関する消耗品に予算を多く配分した。
④衝撃吸収性をもつパウダー/ソリッド複合体の構造最適化とインプラントの試作
試作と評価の繰り返しであるため電子ビーム積層造形による試作とその評価に必要な経費に多くの予算
を配分して執行した。
⑤患者毎の骨格形状に最適化されたインプラントの臨床的評価
骨の 3 次元形態解析やインプラントデザインの作製に必要な消耗品購入、ソフト作製、及び信頼性の高
い試作品作製を図るための造形装置の保守作業について予算を配分した。
⑥ヒエラルキーデザインにより患者毎に高機能化したインプラントの臨床的評価
実際の臨床に極めて近い状態でのインプラント評価を行うため、新鮮凍結屍体を用いた実験を行うため
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に予算を配分して執行した。
４．実施機関終了後における取組の継続性・発展性
①実施期間終了後も研究・開発を継続展開するための工夫・見通し
事業期間内において「患者毎に異なる骨機能（骨質の自発的改善能・衝撃吸収能・骨格形状への
適合能）を付与したインプラント（人工関節・骨接合用品）」の開発と試作を行い、治験実施計画
書に記載可能な有効性・安全性に関するデータを取得した。そのデータを基に、人工股関節につい
ては、三次元積層造形法による大腿骨インプラント開発を AMED の医療機器開発研究推進事業と
して継続し、薬事承認申請を経て実用化する見通しである。また骨接合用品に関しては、事業期間
終了後直ちに作成した、患者毎に異なる機能の付与により高機能されたカスタムメイド骨接合プレ
ートに関わる臨床研究実施計画書が平成２７年１月に先進医療として承認され、現在 AMED の医
療機器開発研究推進事業として臨床研究が進行中である。臨床研究において短期臨床成績および
中・長期臨床成績を調査し、得られた結果をフィードバックすることで研究・開発を継続展開する。
そして、最終的に臨床研究において患者毎に異なる機能の付与により高機能された骨類似インプラ
ントの有効性および安全性を確認した後、薬事承認申請を経て実用化する見通しである。
さらに、 “患者毎に異なる機能の付与により高機能された骨類似インプラント”に付与を予定
している「骨質の自発的改善能」や「衝撃吸収能」
、
「骨格形状への適合能」の基盤技術は、それぞ
れ単独で既存製品に応用することで、新機能をもったインプラントを提供することができる。そこ
で、本事業では、事業期間内あるいは事業期間終了後に各基盤技術を盛り込んだインプラント（①
個別の患者での骨格形状に最適化した骨接合用品、②個別の患者での骨格形状に最適化した人工関
節、③骨質の自発的付与を可能とする異方性孔/溝構造を付与した人工股関節、④骨類似の低ヤン
グ率・衝撃吸収能を発揮する人工股関節）の承認を段階的に得ていくことで、最終ゴールとする“患
者毎に機能を最適化したインプラント”の実用化へ着実に進む計画とした。
②研究成果を発展させる研究・開発ビジョン
本事業の研究成果（患者毎に異なる骨機能（骨質の自発的改善能・衝撃吸収能・骨格形状への適
合能）を付与したインプラント）の対象は、主として人工股関節であるが、その他の部位でのイン
プラント応用は十分可能である。そこで、事業期間終了後の本事業での研究成果を、他の人工関節
や再置換術用の人工関節、骨腫瘍用人工関節あるいは、衝撃吸収能を活かした骨欠損に対する補填
材や脊椎用インプラントへ発展させていく計画である。
③社会制度的な取組に資する成果が得られる見通し
現在、厚生労働省が発出している『整形外科用カスタムメイド人工股関節に関する評価指標』は、既製品
を基礎とした必要最小限の形状付与しか考慮されていない。既製品は元々カスタマイズを考慮していない
形状であるため、理想的なカスタマイズ（フルカスタマイズ）ができない場合がある。したがって、現在の評
価指標を基に、フルカスタマイズ人工関節を製造販売するために、本事業では、まず後々のカスタマイズ
を意識した基礎となる人工関節の薬事承認を得る。次に、カスタマイズには積層造形技術が有効であるた
め、積層造形で作製した基礎となる人工関節の薬事承認を得る。そして、積層造形で作製した基礎となる
人工関節を基にフルカスタムメイド人工関節の薬事承認を得る見通しである。さらに、それぞれの人工関
節の薬事承認を得る過程において、フルカスタムメイド人工関節を作製するため必要なデザインや設計、
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製造に関する評価指標のレギュレーションを確立しつつ、ガイドラインへ提案を行っていく。
ＩＶ．実施結果・成果の詳細
①

インプラントデザインに用いる骨質指標の決定

担当機関名：大阪大学大学院工学系研究科
担当研究者：中野貴由、荒木秀樹、石本卓也、芹澤愛
概要説明：
骨の力学機能に根ざしたインプラントデザインの最適化を可能とするため、力学機能を決定する新規骨
質指標の同定ならびにその評価手法の確立を目指し、微小域Ｘ線回折法、ラマン分光法、陽電子消滅法な
どの材料学的手法による骨解析を試みた。結果として、当初目標として設定した「2 種類以上の指標の決定」
を上回る成果を得つつある。すなわち、生体アパタイトの c 軸配向性（微小域Ｘ線回折法）、コラーゲン配列度
（ラマン分光法）、アパタイト中のナノレベルでの欠陥構造（陽電子消滅法）といった、3 種の指標の有効性を
見出し、さらに、種々の疾患骨やインプラント埋入骨への適用を検討している。現時点で得られている具体的
な成果を以下に述べる。
成果詳細：
1-1. 微小域Ｘ線回折法による生体アパタイト c 軸配向性の定量解析～疾患骨を用いた骨質解析による妥当
性の検証～
X 線回折法は、原子（イオン）の周期的配列を解析するための材料学的手法である。本研究では、本手法を
骨組織に対して適用し、骨を構成する無機成分である生体アパタイトの結晶学的 c 軸の優先配列度を、図１
に模式的に示す微小域 X 線回折法にて定量解析した。入射 X 線を最小径 20 m まで絞ることで微小域での
配向情報を獲得した。種々の疾患骨にて解析を行い、本指標の妥当性を検証した。

図１、微小域 X 線回折法の光学系
骨粗鬆症、大理石骨症をはじめとする種々の骨疾患モデル動物骨を作製し、アパタイト配向性の定量化を達
成した。図２に一例として大理石病マウス（op/op マウス）大腿骨の骨長手に沿った配向性と骨密度（従来の
骨評価指標）の比較を示す。本マウスの病態として、骨密度はほとんど変化しないものの配向性が有意に低
く、それが骨力学機能（ヤング率）の劣化に関与することが示された（成果論文①-2）。さらに、インプラント埋
入動物骨において、インプラント周囲・内部での配向性の変化や形成過程を解析することにも成功した（成果
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論文①-1, 3, 4, 7）。本知見に基づき、第 38 回日本臨床バイオメカニクス学会学術集会学会奨励賞を受賞し
た（受賞-5））。いずれも、正常骨と有意に異なる配向性を示し、本指標の骨質指標としての有効性を実証で
きた。

図２、大理石病（op/op）マウス、正常（ctrl）マウス大腿骨の骨長手に沿った配向性と骨密度、ならびに、配
向状態の模式図
1-2. ラマン分光法による骨中コラーゲン配列度の定量化可能性の検討
コラーゲン分子鎖中の Amide I（C=O 結合）が主鎖に対して特定の角度を有していることに着目することで、骨
中コラーゲンの優先配列方向とその度合を定量化することに、動物・ヒトの骨を用いて成功した。図３には、ヒ
ト海綿骨での解析例を示すが、アパタイトとコラーゲンの走行には相関性があることが定量的に示された。し
たがって本手法は、単なる骨質評価指標としてのみならず、アパタイト／コラーゲン複合体としての骨組織の
形複合化機構の解明にも有益であることが示された。さらには、骨疾患（骨粗鬆症）の場合のコラーゲン配列
解析も可能であることを実証した。本研究成果については現在論文投稿準備中である。

図３、ヒト海綿骨におけるアパタイト c 軸配向性（成果論文①-8）およびコラーゲン走行度の関係
1-3. ヒト献体骨を用いた骨質指標有効性の検討
上記骨質指標に対し、ヒト骨組織における解析を試みた。一例として、チタン製人工股関節が埋入されたヒト
検体大腿骨にてアパタイト配向性を解析した。骨に比べて剛性が著しく高いチタン製人工股関節埋入に起因
する応力遮蔽（高剛性なインプラントの存在により骨に健全な応力負荷が生じない現象）が配向性に及ぼす
影響に関する世界初の知見を得た（成果論文①-5, 6）。すなわち、人工股関節埋入側の大腿骨において、非
埋入側よりも有意に低い配向性を示した。本知見により、日本金属学会第 61 回論文賞を受賞した（受賞
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-2））。
以上より、2 種類以上の骨質指標を確立し、それらによる疾患ならびにインプラント埋入骨（動物骨・ヒト献体
骨）での骨質解析に基づき、新規骨質指標の有効性を実証した。
1-4. 陽電子消滅法による骨中の格子欠陥の検出
骨解析用に独自に陽電子寿命測定装置を構築し、骨中に存在するナノメータースケールでの空孔型格子欠
陥の検出を試みた。生体骨中では 1 ns 以上の長寿命成分が得られることを見出し、陽電子はコラーゲン中
でポジトロニウムを形成するこ
とを明らかとした。アパタイト中
の空孔型格子欠陥の情報を得
るため、300℃以上の熱処理に
よって脱コラーゲン処理を施し
たウシ大腿骨を用い、その結
果アパタイト結晶構造中に存
在する空孔型欠陥の検出に世
界で初めて成功した（図 4）。

図 4. ウシ大腿骨における陽電子寿命スペクトル

さらに、完全結晶および Ca 欠損型アパタイト粉末に対して陽電子寿命を測定した結果、Ca 欠損型アパタイ
トでは陽電子寿命が長いことが確認され、単空孔欠陥量の差をも敏感に検出可能であることが示された。さ
らに、こうした解析はヒト長管骨においても可能であることを実証した。
成果論文：
①-1 石本卓也、中野貴由：微小領域 X 線回折法を用いた骨生体アパタイト配向性イメージング、The Bone,
28 [2] (2014), pp.97-103.
①-2 野山義裕、三浦拓也、石本卓也、池尾直子、新家光雄、中野貴由：人工股関節置換後にチタン基インプ
ラントより生じた応力遮蔽にともなうヒト大腿骨の骨損失および骨質劣化、日本金属学会誌、76 [7]
(2012), in press.
①-3 Y. Noyama, T. Miura, T. Ishimoto, T. Itaya, M. Niinomi, and T. Nakano: Bone loss and reduced bone quality
of the human femur after total hip arthroplasty under stress-shielding effects by titanium-based implant,
Materials Transactions, 53 [3] (2012), pp.565-570.
①-4 T. Ishimoto, K. Kawata, T. Sakai, H. Yoshikawa and T. Nakano: Regeneration of bone mass and bone
quality around implant with grooves for aligning bone cells in rabbit hindlimb bones, Materials Science
Forum, Vols.706-709 (2012), pp.510-513.
①-5 池尾直子、中野貴由：骨質としてのアパタイト配向性を考慮した骨代替用指向性ポーラスインプラントの
設計・開発、臨床バイオメカニクス、32 (2011), pp.1-8.
①-6 T. Nakano, W. Fujitani, T. Ishimoto, J.-W. Lee, N. Ikeo, H. Fukuda and K. Kuramoto: Formation of new bone
with preferentially oriented biological apatite crystals using a novel cylindrical implant containing
anisotropic open pores fabricated by the electron beam melting (EBM) mothod, ISIJ International, 51 [2]
(2011), pp.262-268
①-7 中野貴由、藤谷渉、石本卓也、李志旭、池尾直子、福田英次、藏本孝一：電子ビーム積層造形法により
形 成 された 新規 指向 性ポ ーラス型イン プ ラン トによ る 骨配 向化 誘導 , 「鉄と鋼 」 、 96 [9] (2010),
pp.572-578.
①-8 J.-W. Lee and T. Nakano: Changes in bone quality and quantity in recombinant human macrophage
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colony-stimulating factor-treated osteopetrotic (op/op) mice. Materials Science Forum, Vols.654-656,
(2010), pp.2249-2252.
② インプラント・骨界面の親和性に関する生物学的評価
担当機関名：東京大学大学院医学系研究科
担当研究者：田中栄、中川匠、門野夕峰
概要説明：
階層構造インプラントの材料界面における各種骨系細胞の親和性や、インプラント周囲における各種骨系細
胞の応力感受性に関する評価を行うことを目的とし、以下の２つの実験系を計画・実施した。
1. 骨系細胞の材料界面での親和性に関する評価
pure titanium 、Ti-6Al-4V 、 Ti-15Zr-4Nb-4Ta などのインプラントを構成する金属上で骨芽細胞や破骨細
胞を培養し、様々なマーカー蛋白の推移を遺伝子レベルや蛋白レベルで検討することとした。
2. 骨系細胞の応力感受性に関する生物学的評価
インプラントをラット・マウスの脛骨に移植し、インプラント周囲の組織を採取して組織切片を作製し、免疫組
織染色などを行ってメカニカルストレスに対する応答を調査した。また、インプラントルースニング予防を目指
して抗 RANKL 抗体や PTH など薬物による骨密度増加作用の検討も併せて行った。
成果詳細：
1. 骨系細胞の材料界面での親和性に関する評価
破骨細胞培養系においてはそれぞれのインプラント上に骨髄細胞を添付し、RANKL/M-CSF 刺激を与えるこ
とで破骨細胞への分化を促し、破骨細胞分化を得たところでインプラント上の蛋白および mRNA を回収し、
これを解析した。破骨細胞分化の特異的マーカーはそれぞれのインプラント上で確認することができ、インプ
ラント毎の発現量に明らかな有意差は見られなかった。このことにより、それぞれのインプラント材料（pure
titanium 、Ti-6Al-4V 、 Ti-15Zr-4Nb-4Ta ）が破骨細胞の分化に与える影響に明らかな優劣がないことが
明らかとなり、生物学的な側面からのインプラント材料の選択によるインプラント界面におけるルースニング
の差は見られないのではないかということが予想された。
骨芽細胞においては、それぞれのインプラント上にマウス肋骨より採取した骨芽細胞を添付し、培養を行っ
た。Ti-6Al-4V のインプラントを構成する金属の表面加工をブラスト処理または積層造形処理を行った上で、
各金属板上で骨芽細胞や様々なマーカー蛋白の推移を遺伝子レベルや蛋白レベルで検討した。インプラン
ト上に培養された骨芽細胞から蛋白および mRNA を回収し、これを解析した。mRNA から作成した cDNA
を用いて DNA マイクロアレイを行い応答遺伝子の網羅的検索を行ったところ、Ti-6Al-4V 上で培養した際に、
I 型コラーゲンやオステオポンチンなどの骨基質蛋白の発現上昇が認められた。また金属の表面加工の状態
によっても発現遺伝子が大きく異なることを DNA microarray で明らかにした。DNA microarray の結果、造形
群で CXCL5 が多いという結果が得られたため、インプラント抜去後インプラント周囲組織の免疫染色を実施
したところ同様の結果が得られた。また、Real time PCR を用いてさらに詳細な解析を進めたところ、ブラスト
群で MMP-3、IL-6 の発現が上昇しているという結果が得られたため、インプラント抜去後にインプラント周囲
の組織免疫染色を実施したところ同様の結果が得られた。これらの結果は、ブラスト処理を行ったインプラン
トの周囲で炎症反応が生じていることを意味する。
2. 骨系細胞の応力感受性に関する生物学的評価
インプラント設置後、周囲の骨組織を採取して組織切片を作製し骨形態計測を実施した。金属表面の種類に
より骨芽細胞面と破骨細胞面が異なることが判明した。新生骨とインプラント面が接している長さは造形群が
有意に大きかった。インプラント周囲の骨形成面、石灰化速度、骨形成速度については 2 群間に有意差が見
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られなかったが、骨吸収面はブラスト群で有意に大きいという結果が得られた。また、インプラントルースニン
グ予防を目指して抗 RANKL 抗体や PTH など薬物による骨密度増加作用の検討も併せて行った。
成果論文
②-1 Yasui T, Hirose J, Tsutsumi S, Nakamura K, Aburatani H, and Tanaka S. Epigenetic
regulation of osteoclast differentiation: possible involvement of Jmjd3 in the histone
demethylation of Nfatc1. Journal of bone and mineral research : the official journal of the
American Society for Bone and Mineral Research. 26(11):2665-71, (2011)
②-2 Furuya Y, Mori K, Ninomiya T, Tomimori Y, Tanaka S, Takahashi N, Udagawa N, Uchida K,
and Yasuda H. Increased bone mass in mice after single injection of anti-receptor activator of
nuclear factor-kappaB ligand-neutralizing antibody: evidence for bone anabolic effect of
parathyroid hormone in mice with few osteoclasts. The Journal of biological chemistry.
286(42):37023-31, (2011)
②-3 Matsumoto T, Nagase Y, Hirose J, Tokuyama N, Yasui T, Kadono Y, Ueki K, Kadowaki T,
Nakamura K, and Tanaka S. Regulation of bone resorption and sealing zone formation in
osteoclasts occurs through protein kinase B-mediated microtubule stabilization. Journal of bone
and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research.
28(5):1191-202, (2013)
②-4 Tanaka S, Adachi T, Kuroda T, Nakamura T, Shiraki M, Sugimoto T, Takeuchi Y, Saito M,
Bilezikian JP. New simulation model for bone formation markers in osteoporosis patients treated
with once-weekly teriparatide. Bone Research. 2: 14043, (2014)
②-5 Hirose J, Masuda H, Tokuyama N, Omata Y, Matsumoto T, Yasui T, Kadono Y, Hennighausen
L, and Tanaka S. Bone resorption is regulated by cell-autonomous negative feedback loop of
Stat5-Dusp axis in the osteoclast. The Journal of experimental medicine. 211(1):153-63, (2014)
②-6 Moro T, Takatori Y, Kyomoto M, Ishihara K, Hashimoto M, Ito H, Tanaka T, Oshima H,
Tanaka S, and Kawaguchi H. Long-term hip simulator testing of the artificial hip joint bearing
surface grafted with biocompatible phospholipid polymer. Journal of Orthopaedic Research :
official publication of the Orthopaedic Research Society. 32(3):369-76, (2014)
②-7 Masuda H, Hirose J, Omata Y, Tokuyama N, Yasui T, Kadono Y, Miyazaki T, Tanaka S 2014
Anti-apoptotic Bcl-2 family member Mcl-1 regulates cell viability and bone-resorbing activity of
osteoclasts. Bone. 58:1-10, (2014)
②-8 Omata Y, Yasui T, Hirose J, Izawa N, Imai Y, Matsumoto T, Masuda H, Tokuyama N,
Nakamura S, Tsutsumi S, Yasuda H, Okamoto K, Takayanagi H, Hikita A, Imamura T, Matsuo K,
Saito T, Kadono Y, Aburatani H, Tanaka S. Genomewide comprehensive analysis reveals critical
cooperation between Smad and c-Fos in RANKL-induced osteoclastogenesis. J Bone Miner Res.
30(5):869-77, (2015)
②-9 Tokuyama N, Hirose J, Omata Y, Yasui T, Izawa N, Matsumoto T, Masuda H, Ohmiya T,
Yasuda H, Saito T, Kadono Y, Tanaka S. Individual and combining effects of anti-RANKL
monoclonal antibody and teriparatide in ovariectomized mice. Bone Reports. 2: 1–7. (2015)
②-10 Ito H, Takatori Y, Moro T, Oshima H, Oka H, and Tanaka S. Total hip arthroplasty after
rotational acetabular osteotomy. The Journal of arthroplasty. 30(3):403-6, (2015)
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②-11 Kyomoto M, Moro T, Takatori Y, Tanaka S, and Ishihara K. Multidirectional wear and
impact-to-wear tests of phospholipid-polymer-grafted and vitamin E-blended crosslinked
polyethylene: a pilot study. Clinical orthopaedics and related research. 473(3):942-51, (2015)
②-12 Moro T, Takatori Y, Kyomoto M, Ishihara K, Kawaguchi H, Hashimoto M, Tanaka T,
Oshima H, and Tanaka S. Wear resistance of the biocompatible phospholipid polymer-grafted
highly cross-linked polyethylene liner against larger femoral head. Journal of orthopaedic
research : official publication of the Orthopaedic Research Society. 33(7):1103-10, (2015)
③ In vivo 応力を制御するための溝/孔構造の最適化
担当機関名：大阪大学大学院医学系研究科
担当研究者：坂井孝司
1. 骨質を改善する異方性構造の最適化と前臨床試験
カスタムメイド人工股関節全置換術における骨形成評価
以前に施行したカスタムメイド人工股関節全置換術後臨床例のレントゲン写真を対象に、大腿骨内の既埋入
チタン合金インプラント周囲の in vivo での骨形成における骨微細構造を明らかにするため、インプラント表面
との角度、方向を評価した。
カスタムメイド人工股関節 type1 (ステム長平均 121mm、全面 sand-blast 処理)89 関節と type2 (ステム長平
均 100mm、近位 1/2porous coatng 処理)136 関節を対象とした。stem の平均髄腔占拠率は、type1 で近位：
正面 92%側面 87%、遠位：正面 77%側面 74%、type2 で近位：正面 93%側面 84%、遠位：正面 92%側面 81%であ
った。type1 では 4 関節(5%)に不安定性が見られたが、type2 では全例骨形成が旺盛であった。
そこで type2 における骨形成のインプラント表面との角度、方向を評価したところ、正面像：近位外側で 21°
±11°、遠位内側で 52°±10°、遠位外側で 45°±12°、側面像：前方中央で 56°±9°、後方中央で
51°±11°で（図 5）、遠位から人工関節近位に向けて旺盛な骨形成が確認された。

図 5. 人工股関節周囲の骨形成の角度・方向。 左：正面像 右：側面像
2-1.骨誘導を促進する表面改質手法の最適化と前臨床試験
家兎大腿骨におけるインプラント埋入実験
骨形成に最適な表面性状を決定するため、家兎大腿骨に種々の表面性状を有するチタンインプラントを埋入
し、骨形成について X 線学的・組織学的・力学的に評価した。
Ti-6Al-4V(A)及び Ti-15Zr-4Nb-4Ta(B)の 2 種類の金属を用いて、45 度格子溝(G1)、-45 度格子溝(G2)、及
び電子ビーム金属粉末積層造形法(EBM)を使用した多孔質構造(G3)の 3 種類の金属片(直径 5mm x 高さ
15mm)を作成した(図 6）。
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図 6. 家兎埋入チタン合金インプラント（左）と埋入後 12 週での骨形成（右）
これら 6 種類各々の金属片を家兎の大腿骨骨髄腔遠位に顆間部から埋入し(n=12)、また大腿骨顆部に大腿
骨軸方向に直交するよう埋入した(n=8)。埋入後 4 週(n=10)、12 週(n=10)で各々摘出し全例で単純レントゲン
検査を施行し、大腿骨骨髄遠位に埋入した 2 大腿骨では硬組織を作成し HE 染色、トルイジン青染色にて骨
形成を評価した。大腿骨骨髄遠位に埋入した各群 4 大腿骨で pull-out test を、大腿骨顆部に埋入した各群 4
大腿骨で push-out test を施行した。
6 種類とも X 線学的に 4 週群で骨形成が確認された。硬組織では、4 週群で金属表面に骨形成が確認でき、
12 週群では骨梁の増加を認めた(図 7)。

図 7. 家兎大腿骨埋入チタン合金インプラントに対する骨形成（トルイジン青染色）
pull-out test の shear load は、12 週では 4 週より高値となり、AG1、BG3 で 700N 以上を示した(図 8)。

図 8. 家兎大腿骨埋入チタン合金インプラントに対する pull-out test
push-out test では 4 週時点で AG1、BG3 で 1200Ｎ以上を示した(図 9)。
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図 9. 家兎大腿骨埋入チタン合金インプラントに対する push-out test
6 種類のチタン合金片とも X 線学的、組織学的に旺盛な骨形成を認め、pull-out test、push-out test では
EBM により作成した多孔質構造の Ti-6Al-4V 及び Ti-15Zr-4Nb-4Ta でともに高値を示し、良好な骨形成が
確認された。これらの結果は平成 24 年 10 月に開催される日本整形外科学会基礎学術集会にて発表した。
2-2. 骨誘導を促進する表面改質手法の最適化と前臨床試験
ビーグル犬大腿骨におけるインプラント埋入実験
人工股関節の骨形成を調査するため、電子ビーム積層造形法で作成したビーグル犬用人工股関節を 3 種
（type1: 積層造形多孔質・充実型、type2: 積層造形多孔質・中空型、type3: 積層造形配向溝・中空型）作成
し、人工骨頭置換術を施行し、術後 4 週（6 頭 12 大腿骨）・12 週（6 頭 12 大腿骨）で sacrifice し X 線学的に
評価した(図 10)。3 種いずれも X 線学的にはゆるみを認めた例はなく、術後 4 週から良好な骨形成が得られ
ていた。骨密度検査、硬組織による骨形成の組織学的評価、push-out test による力学的試験でも良好な結
果がえられた。

図 10. ビーグル犬用人工股関節（3type）
成果論文：
③-1 Y. Noyama, T. Ishimoto, K. Kuramoto, T. Sakai, H. Yoshikawa and T. Nakano: Quantity and quality of
regenerated bone in grooves aligned at different angles from the implant surface. Materials Science Forum,
654-656, (2010), pp.2241-2244.
③-2 野山義裕、西村直之、蔵本孝一、吉川秀樹 、中野貴由：周囲骨のアパタイト配向化を促進する新規概
念からなる人工股関節の開発、まてりあ、51 [1] (2012), pp.19-21.
③-3 Y. Noyama, T. Nakano, T. Ishimoto, T. Sakai and H. Yoshikawa: Design and optimization of oriented
groove on the hip implant surface to promote bone microstructure integrity, Bone, 52 [2] (2013), pp.659-667.
③ -4 坂 井 孝 司

電子ビーム積層造形法による患者特異的インプラント

整形・災害外科

57(1):75-79, (2014)
③-5 野山義裕

中野貴由

石本卓也

石坂春彦

坂井孝司

吉川秀樹

中島義雄

骨配向化を制御

する配向溝付き人工股関節ステムの開発 セラミックス49 :402-405, (2014)
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④ 衝撃吸収性をもつパウダー/ソリッド複合体の構造最適化とインプラントの試作
担当機関名：大阪大学大学院工学系研究科
担当研究者：中野貴由、石本卓也、萩原幸司、芹澤愛
1．電子ビーム積層造形法の原理
電子ビーム積層造形 (Electron beam melting: EBM) 法は，粉末積層造形技術の一種であり，3 次元 CAD デ
ータに基づく電子ビーム走査により，金属粉末を選択的に溶融・凝固させた層を繰り返し積層することで，3
次元構造体を作製する新たな技術である．従来，加工では困難であった複雑形状の 3 次元構造体や多孔質
体あるいは傾斜構造体をニアネットシェイプで作製可能であるため，医療機器材料の新たな製造方法として
期待されている．その上，真空雰囲気下で造形するため，酸素や窒素などと容易に反応するチタン合金材料
の作製をも可能とする極めて有効な手段となりうる。

図 11. 電子ビーム積層造形法の製造過程
図 11 に、人工関節を例に電子ビーム積層造形法の製造工程を示した模式図示す。
1)

設計した人工関節の 3 次元 CAD (Computer Aided Design)データを STL (Standard Template

Library)データに変換した後、造形高さ方向に等間隔に分割したスライスデータを作製する。
2)

造形装置内に造形用粉末を供給した後、真空ポンプにて真空引きをする

3)

任意の真空度に到達後、電子ビームを土台となる金属板に繰り返し照射することで加熱する

4)

金属板が任意の温度に到達した後、レーキブレードを用いて金属板の上に一層分の金属粉末を堆

積する
5)

造形中の金属粉末の飛散および残留応力による造形体の変形を抑制するために、堆積した金属

粉末層全体に金属粉末が焼結しない程度の比較的エネルギー密度低い電子ビームを照射する
6)

任意の時間照射した後、5)よりエネルギー密度の高い電子ビームをスライスデータに基づいて照射

し、金属粉末を任意の形状に溶融・凝固させる
7)

一層分の造形が終了すると、順次 4)～7)繰り返すことで、3 次元 CAD データに近い形状の金属品

を直接成形する。
作製された造形体は、3 次元 CAD データに近い形状であるため、そのまま製品として使用することも可能で
ある。また、他の部品との嵌合部等で形状精度を要求される部位においては、仕上げ加工が必要である。
図 12 に、原料粉末の１種である Ti-6Al-4V 合金(以降、Ti-64 と記述する)粉末の表面形態および粉末の分布
状態を示す走査型電子顕微鏡写真を示す。Ti-64 粉末はほぼ球形である。
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図 12. 原料粉末
2．電子ビーム積層造形装置の最適条件とそのバリデーション方法の確立
2-1．緻密体の最適条件
直径 16 mm の円柱形状の 3 次元 CAD モデルを作製し、その CAD モデルの STL データを基に、加速電圧：
60ｋV、走査ピッチ：0.2 mm 積層ピッチ：0.07 mm、の一定条件下で、Speed Function(以降、S.F.と記述する)：
10, 20, 30, 40, 50 と変化させて造形を試みた。なお、S.F.は数値が小さいほど、電子ビームのエネルギー密度
が高い。電子ビームの走査方向は、1 層ごとに X 方向と Y 方向を交互に繰り返した。
Ti-64 造形体のかさ密度をアルキメデス法にて測定し、測定結果と Ti-64 の真密度よりそれぞれの相対密度
を算出した。その結果、S.F.10～30 の相対密度は 99.9%以上であり、ほぼ 100%に近い緻密体であった。次い
で S.F.40 が約 99.9％であり、最も相対密度が低かったのは S.F.50 で約 99.4%であった。したがって、S.F.が小
さいほど、言い換えればエネルギー密度が高いほど緻密な造形体ができることがわかる
作製した造形体から機械加工により JIS Z2241 に準拠した丸棒引張試験片を作製し、平行部および R 部を
＃1500 までのエメリー紙で湿式研磨した。引張試験を容量 100 kN のインストロン型引張試験機を用いて，
クロスヘッド速度 1.67×10-4 s-1 にて，室温の大気中にて行った。本試験では，荷重を試験機のロードセルに
より測定し、ひずみを試験片の標点間に貼りつけたひずみゲージにより測定することにより求めた応力-ひず
み曲線から引張強さおよび 0.2 %耐力を求めた。また，伸びについては，試験前後の標点間距離から求めた。
図 13 に、種々の造形条件で作製した Ti-64 造形体の 0.2%耐力、最大引張応力、および破断伸びを示す。最
も強度-延性バランスに優れている条件は S.F.30 であった。また、S.F.30 で作製した造形体は、JIS 規格の外
科インプラント用チタン合金の規格値を十分満足する値であった。
種々の S.F.にて、Ti-64 造形体を作製し、その相対密度および機械的性質を調査した結果、ほぼ 100%に近い
緻密体で強度-延性バランスに優れていた造形条件は S.F.30 であることが明らかになった。

図 13. 造形体の機械的性質
2-2．微細構造体の最適条件
一辺 10 mm、壁厚 1 mm の立方体に壁厚 1mm の格子を格子間隔 2.5mm に設計した試験片の 3 次元 CAD
モデルを作製し、その CAD モデルを基に、加速電圧：60ｋV、積層ピッチ：0.07 mm、電子ビーム走査速度 100
（代表機関名： 大阪大学
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mm/s の一定条件下で、電子ビームの電流値を 1,2, 3, 4 および 5 mA と変化させて造形を試みた。
図 14 に作製した造形体の格子幅（溶融幅）および断面写真を示す。断面写真より格子幅を画像解析ソフトの
計測機能を用いて計測した。その結果、1 mA の場合の格子幅が最も小さく約 0.75 mm、次いで 2 mA で約 1.0
mm、 3 mA で約 1.1 mm，4 mA で約 1.35 mm および 5 mA で約 1.55 mm であった。2 mA の場合の格子幅が
最も設計値に近い値を示したことより、微細構造体の最適運転条件は電子ビームの電流値：2 mA に決定し
た。

図 14. 造形体の溶融幅および断面写真
2-3．電子ビーム積層造形法のバリデーション
電子ビーム積層造形法で作製した造形体のバリデーションは、密度測定、形状測定および機械的性質を造
形ロット毎に調査することで検証する。
3. 電子ビーム積層造形法により作製した構造体の力学的安全性
直径 16 mm の円柱形状の 3 次元 CAD モデルを作製し、その CAD モデルの STL データを基に、加速電圧：
60ｋV、走査ピッチ：0.2 mm 積層ピッチ：0.07 mm、S.F.：30 の一定条件下で造形した。電子ビームの走査方向
は、1 層ごとに X 方向と Y 方向を交互に繰り返した。
JIS T 0309 に従って，得られた造形体から機械加工によって，最小直径 4.5mm の砂時計型の疲労試験片を
切り出した．疲労試験は，容量 50 kN の油圧式疲労試験機を用いて，室温大気中で，周波数 10 Hz の正弦波
を用い，応力比 R=0.1 の引張－引張荷重条件下にて行った．疲労特性は，低サイクル疲労寿命領域および
高サイクル疲労寿命領域で各試験片を数本破断させ，S(Stress)-N(Number of cycles)線図を作成して評価し
た．なお，繰返し応力を 107 回以上かけても破断しない最大応力値を疲労限とした．試験後の疲労破面の観
察は，走査型電子顕微鏡を用いて行った．図 15 に、造形体の疲労試験結果をまとめた S-N 線図を示す．図
中の矢印は，繰返し応力を 107 回以上かけても破断しなかった造形体を示している．造形体の疲労限は，約
550 MPa であった．Ti-64 合金鋳造材の疲労限が約 400 MPa1)であることより，造形体の疲労限は，既に外科
用インプラントとして実績のある同合金鋳造材と比較して高い疲労強度を示すことが明らかになった。
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図 15. 造形体の S-N 曲線
4．電子ビーム積層造形法により作製した構造体の生物学的安全性
１辺 20 mm×厚さ 2mm の板状試験片の 3 次元 CAD モデルを作製し、その CAD モデルの STL データを基に、
加速電圧：60ｋV、走査ピッチ：0.2 mm 積層ピッチ：0.07 mm、S.F.：30 の一定条件下で造形した。電子ビーム
の走査方向は、1 層ごとに X 方向と Y 方向を交互に繰り返した。
JIST0304 金属系生体材料の溶出試験方法に準じて、作製した造形体の溶出試験を行った。作製した造形体
および試験容器および浸漬液を高圧蒸気滅菌器により、121℃で 20 分間の高圧蒸気滅菌をした。浸漬液に
は、組織培養用ダルベッコリン酸緩衝液(-)(PBS(-))を用いた。滅菌済みの試験片をクリーンベンチ内で滅菌
した PBS(-)に浸漬した。37±1℃にて 7 日間保持後、得られた試験溶液中に含まれるチタン、アルミニウム、
バナジウムおよび鉄元素濃度を高周波誘導結合プラズマ発光分光分析装置により、測定した。得られた結
果から試料表面積あたりの溶出量を算出した。その結果、造形体を浸漬した PBS(-)からは、チタン(Ti)、アル
ミニウム(Al)、バナジウム(V)および鉄(Fe)のいずれの元素も検出されなかった。これらの結果は、電子ビーム
積層造形装置によって造形した Ti-64 造形体を体内環境で使用しても優れた耐食性および生物学的安全性
を有することを示唆している。
また、造形体の化学組成はいずれの元素においても ASTM F1108-04 の規格規定値を満たす値であった。こ
のことより、原材料である Ti-6Al-4V 合金電子ビーム積層造形材の化学組成は、既に臨床応用されている
ASTM F1108-04 で規格化されている同合金鋳造材と同等であり、造形する場所に依存することなく安定して
いるため臨床使用が可能であると結論づけた。
以上で得た積層造形法、バリデーション、力学的特性、生物学的安全性を踏まえて、金属積層造形技術を活
用したインプラント（人工股関節用アウターカップ）を薬事申請し、2014 年 11 月 14 日に薬事承認を取得した
（製品名：GS カップ、図 16）。

図 16. GS カップ
（代表機関名： 大阪大学
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5．パウダー/ソリッド複合体の力学的特性
一辺 10 mm、壁厚 0.5mm の立方体に壁厚 0.5mm の格子を格子間隔 0.1、0.5、1、2.5、および 5mm に変化さ
えて設計した試験片の 3 次元 CAD モデルをそれぞれ作製し、その CAD モデルの STL データを基に、加速
電圧：60ｋV、積層ピッチ：0.07 mm、電子ビーム走査速度 100 mm/s および電子ビーム電流値 2 mA にて造形
を試みた。
図 17 にパウダー/ソリッド複合体の圧縮変形挙動およびヤング率を示す。格子間隔 2.5 mm あるいは 5 mm
の P/S 複合体のヤング率が生体骨（皮質骨）のヤング率に近いことが明らかになった。
格子間隔 2.5 ㎜のパウダー/ソリッド複合体内部の内包粉末をネッキングさせるため 920℃にて 100 時間およ
び 1000 時間にてそれぞれ熱処理を施した。図 18 に熱処理を施したパウダー/ソリッド複合体の圧縮変形挙
動を示す。熱処理を施したパウダー/ソリッド複合体においてプラトー応力が認められた。また、熱処理時間
が長い方がより顕著に表れる。
パウダー/ソリッド複合体のソリッド部の格子間隔を変化させることで、生体骨に近いヤング率を得ることに成
功した。さらに、その後の熱処理により、プラトー応力が発現したことにより、衝撃吸収性の付与が可能であ
ることが示唆された。

図 17. パウダー/ソリッド複合体の圧縮変形挙動とヤング率

図 18. 熱処理を施したパウダー/ソリッド複合体の圧縮変形挙動
6．パウダー/ソリッド複合体人工関節の試作とその力学的特性
図 19 に上述の基礎研究を考慮したパウダー/ソリッド複合体人工関節の 3 次元 CAD モデルおよびそれを基
に EBM 法で作製した人工関節を示す。パウダー/ソリッド複合体人工関節の作製が可能であることを確認し
た。
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図 19. パウダー/ソリッド複合体人工関節
作製したパウダー/ソリッド複合体人工関節に対して、内包粉末のネッキングを目的とした熱処理を施した後、
ISO 規格に準拠した人工関節の耐久試験を実施した。その結果、パウダー/ソリッド複合体人工関節の一定
負荷荷重時における変位量が、従来の人工関節（緻密体）と比較して大きいことが明らかになった。すなわち、
パウダー/ソリッド複合体体人工関節のヤング率は、既存品と比較して低ヤング率であることが示唆された。
しかしながら、パウダー/ソリッド複合体の耐久性は、既存品と比較して低いことが明らかになった。そこで、
耐久性を向上させるためパウダー/ソリッド複合体のデザインをを再検討し、パウダー/ソリッド複合体のソリ
ッド部の格子形状を立方体から衝撃吸収性の高いハニカム構造にデザインを変更した。
図 20 に、Cadaver 試験実施時に使用したステム（Solid）と外形が同形状のパウダー/ソリッド複合体ステム
(A,B,C,D)に対して、上記と ISO 規格に準じた静的試験の結果を示す。パウダー/ソリッド複合体の密度によっ
て、人工関節ステムの見かけの弾性率（ここでは、最終製品形状で評価しているため、製品のマクロな剛性
を評価している、500 N 負荷時の荷重／変位曲線から算出）を制御可能であり、従来のソリッドステムに対し
て見かけの弾性率は半分以下であった。以上の結果から、ステム構成材料である Ti-6Al-4V 合金（ヤング率
120 GPa）に対して、半分相当（ヤング率 60 GPa 以下相当）が達成できた。さらに、ハニカム構造を採用して
多方向変形能を向上させたことで、衝撃吸収能も付与可能であった。このように、骨の弾性率に近づけること
ができるため、Stress-Shielding を抑制し長期臨床使用可能な人工関節の実現が示唆された.

図 20. 人工関節の見かけの弾性率比較
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•

評価規格 ：ISO7206-4

•

最大荷重 ：2300 N

•

応力比

：0.1

•

周波数

：5 Hz(正弦波)

•

繰返し数 ：500 万サイクル

図 21. 疲労強度試験
また、ISO 規格に準拠してパウダー/ソリッド複合体ステム(A,B,C,D)の疲労試験を実施した（図 21）。最大荷
重 2,300N（応力比 0.1、5 Hz）にて試験を実施した結果、500 万サイクル終了時に破損に至るものはなく、十分
な耐久性を有していることも確認された。
以上より、患者毎に異なる骨機能（骨質の自発的改善能・衝撃吸収能・骨格形状への適合能）を付与した
人工関節の実現が可能であることが実証された。
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⑤ 患者毎の骨格形状に最適化されたインプラントの臨床的評価
担当機関名：大阪大学大学院医学系研究科、ナカシマメディカル株式会社、国立医薬品食品衛生研究所
担当研究者：吉川秀樹、名井陽、村瀬剛、坂井孝司、藏本孝一、野山義裕、福田英次、松岡厚子、迫田秀行
1. カスタムメイド骨接合用品の定義と利点
本事業で開発しているカスタムメイド骨接合用品は、橈骨遠位端骨折や骨折後変形治癒の矯正骨切り等の
治療に使用されるプレートであり、患者個々の骨形状に対応するカスタムメイドが可能なサイズバリエーショ
ンを備えている。平成 22 年 11 月に経済産業省から発表されたガイドライン「カスタムメイド骨接合材料の開
発ガイドライン 2010」によると、カスタムメイド骨接合材料の定義とは、「基本性能を維持しつつ、患者個々の
症状に応じて不適合な部分が存在する場合に改善を加え、生体との適合性、固定性及び生体親和性などを
向上させた骨接合材料」とあり、そのうち、本開発品であるカスタムメイド骨接合用品においてのカスタムメイ
ドの例として、下記５点が挙げられている。
I.

最適な固定を得るため、幅、厚さ、長さの変更

II.

骨折位置を避け、十分な固定性を得るため、穴位置、穴数の変更(増加または減少)

III.

骨接触面を骨形状に変更(最大適合)

IV. ロッキングスクリュー挿入方向の変更
V.

骨端の形状に角度を変更(最大適合)

これらのカスタムメイド化により、本事業での開発品の治療対象である橈骨遠位端骨折はもちろんのこと、前
腕骨幹部変形、上腕骨遠位端変形である内反肘変形の矯正骨切りにおいて次のメリットが挙げられる。
通常の矯正骨切り術は、骨切りを行い、術中に医師の判断により、プレートを矯正後の骨形状に適合するよ
うにベンディングを加える場合がある。しかし骨形状に合わせたベンディングは術者にとって負担になり、正
確なベンディングが行えない場合もある。
また、３次元的な骨切りを必要とする場合には、術前計画通りに骨切りを行うことが非常に難しいため、矯正
骨切り後の骨形状に適合する形でプレートをデザインしておくことで正確なプレート設置を行う事が出来る。
2. カスタムメイド骨接合用品のデザイン作成
2-1. 変形矯正シミュレーション
橈骨遠位端骨折変形治癒にて当院ならびに関連施設を受診しＣＴ撮影をおこない、3 次元シミュレーションシ
ステムを用いて矯正骨切術を施行した 20 例を対象とした。両側の対象骨（罹患骨）を 3DＣＴ撮影して得た断
層画像に関して関心領域を指定し、サーフェスデータ（患側サーフェスデータ、健側サーフェスデータ）を作成
（代表機関名： 大阪大学
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した（MV; Osaka University, Osaka, Japan : Magics RP; Materialise, Leuven, Belgium）[1]。尚、サーフェスデータ
とは物体表面の形状のみを表したデータ形式のことである。作成した健側サーフェスデータは、患側のデー
タに対して鏡像の関係にあるので、それからさらに鏡像データを作成した。これを患側の本来の正常な形状
であると考え、患側を矯正する際の目標とした。続いて、患側データの変形していない部分を基準側、変形し
ている部分を変形側とし、患側データの基準側を健側鏡像データの対応する部分に重ね合わせた。これは
マニュアル操作で重ね合わせた後、ICP(Interative Closest Point)を用いた、独自のコンピュータソフトウェア
（Orthopaedics Viewer; Osaka University, Osaka, Japan）による重ね合わせを行った[2]。基準側重ね合わせの
結果を、移動を表すマトリックス（行列変換）M1 とし、患側データの変形側を健側データの対応する部分に重
ね合わせを行い、その結果を M2 とした。変形側を切断し、適切な位置への矯正を表すマトリックス M は、
M1,M2 を用いて、M = M2 * M1-1 と表現される。続いて M を screw displacement axis technique に基づいて、
一つの回転軸周りの回転と、その回転軸方向の平行移動成分に変換した[3]。回転軸に比較的近い位置で罹
患骨を切断し、切断後の罹患骨変形側モデルを、矯正後の位置まで移動させた [4]。矯正後に罹患骨基準側
モデルと罹患骨変形側モデルの間に空間ができた場合は、この空間を埋める補間データを作成した。罹患
骨基準側モデルと補間データと罹患骨変形側モデルをブーリアン演算によって加算し、できたモデルを矯正
後骨モデルとした（図 22）。

図 22. 橈骨遠位端骨折後変形治癒に対する矯正後骨モデル
2-2. プレートデザイン作成
橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートは近年急速に発展した骨接合用品であり、プレートと遠位
スクリューがネジ構造で固定可能で、その固定された遠位スクリューが比較的強固な橈骨遠位関節面の軟
骨下骨を支えることで、橈骨遠位骨片の近位への落ち込みを防止し、安定した臨床成績が多数報告されて
頻用されている。従って、今回のカスタムメイドプレートのベースはこの掌側ロッキングプレートとした。
ロッキングプレートはプレートに対するスクリューの方向が規定されるため、矯正後骨モデルで挿入するスク
リューの位置方向を決定すると、スクリューも矯正と逆の移動をさせてやれば、矯正前骨モデルでのスクリュ
ー位置方向も決定される。その位置方向にスクリューを挿入するための径をもった円柱を矯正前骨モデルに
設置する。その円柱を設置した矯正前骨モデルを 3ｍｍ外側にむけて均一に膨らませたモデルから、膨らま
せる前のモデルを Boolean operation で引き算し、余分な部分をさらに切断して、テンプレートを作成する。こ
のテンプレートには切断面を決定するためのスリットも設けておく。実際の手術の際にはこのテンプレートも
用いることで、シミュレーション通りにスクリュー挿入が可能となり、カスタムメイドで製作したプレートを変形
側にあて、テンプレートを用いてあけた骨孔にスクリューを挿入してプレートとロッキングし、整復しながら基
準側にあけた骨孔にスクリューを挿入し、固定される。つまり、整復と固定が同時にできるのもこのプレート
の利点の一つである。
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図 22 で示された矯正後骨モデルの中から典型的な 1 例のサンプルを選び、カスタムメイド骨接合用品を試作
した。コンピューター上で矯正した骨モデルに、橈骨遠位関節面の軟骨下骨を支えるような遠位スクリューな
らびに骨切面の近位骨幹部にスクリューを設置した。スクリューの設置した矯正後骨モデルを CAD ソフトにイ
ンポートし、骨表面の近似面を作成、プレート外形を作成した後、角の丸めを行い、スクリューホールを作成
した（図 23）。

図 23. カスタムメイド骨接合用品デザイン制作過程
3. カスタムメイド骨接合用品の力学的安全性
カスタムメイド骨接合用品は、既承認品の形状及び寸法を基にしている。また、カスタムメイド骨接合用品に
ついて力学的安全性についてワーストケースの形状（寸法）を選定し、突発的荷重を想定した静的荷重試験
と実使用状況を想定してスクリューを組合せた組合せ疲労試験を実施し、問題無いことを確認した。
3-1. 静的荷重試験
骨接合用品にかかる突発的な荷重に対する強度を確認するため、JIS T0313 に準拠した骨端プレートの静
的荷重試験を実施した（図 24）。臨床上必要とされる骨接合用品の形状（寸法）のうち、力点と支店の距離が
最も長くなり、表面積が最も小さくなるものの強度が最も低い条件になるため、その形状をワーストケースと
して静的荷重試験に供した。骨接合用品にかかる突発的な荷重は、平均体重 588N（60kgf）とした場合、約
235N かかると推定し、その値を基準に安全率 1.5 として考え、353N を規格値として設定した。よって、353N
の荷重を負荷した時に、強度が担保できるか確認することとした。その結果、規格値に設定していた 353N の
荷重負荷後の検体にき裂・損傷とは認められなかった。したがって、我々が考えるカスタムメイド骨接合用品
は、突発的な荷重に対しても耐え得る強度を有していることが明らかになった。

図 24. カスタムメイド骨接合用品（ワーストケース）の静的荷重試験
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3-2. 組み合わせ圧縮曲げ疲労試験
実際の仕様状況下で骨接合用品にかかる繰り返し荷重を確認するため、JIS T0313 規格を準用した骨端プ
レートの組合せ疲労試験を実施した（図 25）。試験は、カスタムメイド骨接合用品のワーストケース形状（寸
法）を使用した。疲労試験の条件は、24-235N の引張-引張疲労とした。100 万サイクル負荷後においても検
体にき裂あるいは破損しないことを確認した。したがって、我々が考えるカスタムメイド骨接合用品は、耐え
得る強度を有していることが明らかになった(表 1)。

図 25. カスタムメイド骨接合用品（ワーストケース）の組み合わせ圧縮曲げ疲労試験
表 １. 機械的安全性試験項目及び結果
構成製品

試験名
原材料の引張強度試験
(ASTM F136-02)
原材料の溶出試験
(JIS T0304)

カスタムメイド骨接合プ プレートの静的荷重試験
レート

(JIS T0313)

結果
加工前後で強度の差はなし
溶出の確認できず(溶出物なし)
亀裂・損傷等は認められず

プレートの強度比較試験

既承認品と比較し、プレートの弾性限界

(JIS T031)

荷重平均値は既承認品の平均値以上

プレートの組合せ圧縮曲げ疲
労試験 (JIS T0313)

亀裂・損傷等は認められず

4. カスタムメイド骨接合用品の精度調査
カスタムメイド骨接合用品を用いることにより、実際の矯正骨切手術で術前計画通り正確な矯正が実行され
ることを実証するために、新鮮屍体標本を用いて精度調査を行った。新鮮屍体標本 6 肢（男性 3 体、女性 3
体）を用いて精度実験を行った。カスタムメイド骨接合用品は上腕骨遠位用プレート 6 枚と橈骨遠位端用プレ
ート 6 枚を用いた。
4-1. 矯正骨切シミュレーションとプレートのデザイン
術前矯正骨切シミュレーションを行うために、屍体標本上肢全長の CT 撮影を施行し、CT の DICOM データを
用いてコンピューター上で、上腕骨、橈骨の 3 次元骨モデルを作成した。上腕骨は上腕骨遠位を 15°外反矯
正する骨切シミュレーションを行い、橈骨は橈骨遠位を 15°屈曲矯正する骨切シミュレーションを行った。
各々、15°矯正用の骨切ガイドをデザインした。骨切ガイドには、15°矯正後にカスタムメイドプレートを用い
て固定する際に使用するスクリューが挿入される位置をプレドリリングして骨孔を作成できるスリーブと、15°
の角度で骨切することができるスリットを設けた。また、矯正後の骨表面にフィットするようにカスタムメイドプ
レートをデザインした（図 26, 27）。骨切ガイドは３D プリンターを用いてプラスチックモデルとして作成し、カスタ
ムメイドプレートの素材は Ti-6Al-4V を用いて削りだしで作成した。これらを用いて手術実験を行った。
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骨切面の設定

骨切ガイド

スクリュー用骨孔

矯正及び、プレートのデザイン

図 26. 矯正骨切シミュレーションとカスタムメイドプレートのデザイン（橈骨遠位）

骨切面の設定

骨切ガイド

スクリュー用骨孔

矯正及び、プレートのデザイン

図 27. 矯正骨切シミュレーションとカスタムメイドプレートのデザイン（上腕骨遠位）
4-2. 新鮮屍体標本を用いた実験手術
上腕骨遠位後方に皮切を加え、三頭筋を剥離し、上腕骨遠位外側後方を露出させた。骨切ガイドを上腕骨
遠位外側に設置し、スリーブよりプレドリリングを行うとともに、ドリルで骨切ガイドを固定した。骨切スリットか
らボーンソウにて骨切を完成させ、カスタムメイドプレートをプレドリリングした骨孔にスクリューを挿入するこ
とにより設置固定した。次に橈骨遠位掌側に皮切を加え、屈筋腱を剝離し、橈骨掌側面を露出させた。同様
に骨切ガイドを設置し、骨切を完成させ、カスタムメイドプレートを設置固定することにより矯正を完成させた
（図 28, 29）。

骨切とドリルホールの作成

プレート固定

矯正骨切後

図 28. 屍体骨を用いた矯正骨切り術（橈骨遠位）
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骨切とドリルホールの作成

プレート固定

矯正骨切後

図 29. 屍体骨を用いた矯正骨切り術（上腕骨遠位）
手術後、上腕骨、橈骨を CT 撮影し、術前と同様に DICOM データからコンピューター上で矯正骨切後の 3 次
元骨モデルを作成した。術前の矯正骨切シミュレーションの骨モデルと術後の 3 次元骨モデルを iterative
closet-point(ICP) algorithm を用いて automatic に重ね合わせることにより、術前シミュレーションと実際の手
術後の骨モデルの誤差を評価した。International Society of Biomechanics（ISB）で推奨されている基準軸を
上腕骨遠位と橈骨中央部に設定し、euler angle 法にて 3 軸での回転と平行移動量で誤差を評価した（図
30）。

図 30. 基準軸の設定（A:上腕骨、B:橈骨）
橈骨の矯正骨切の精度は 1.0°、1.0ｍｍ未満（表 2）、上腕骨の矯正骨切術の精度は 2.0°、1.5mm 未満（表
3）と高精度であった。上腕骨遠位、橈骨遠位に対するカスタムメイド骨接合用品は変形骨を正確に矯正固定
できることが、臨床に近い条件で証明することができた。
表 2. 橈骨矯正骨切の精度
No.
1
2
3
4
5
6
Average
SD

X
0.3
0.1
0.2
1.1
0.5
0.2
0.4
0.4

Rotation(°)
Y
1.0
0.2
0.7
0.3
1.8
1.1
0.8
0.6

（代表機関名： 大阪大学

Z
0.0
1.7
1.6
0.2
0.9
0.1
0.7
0.8

X
0.0
1.1
2.8
0.5
1.5
0.1
1.0
1.1

Translation(mm)
Y
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1

Z
0.2
0.0
0.0
1.5
1.1
0.1
0.5
0.6
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表 3. 上腕骨矯正骨切の精度
No.
1
2
3
4
5
6
Average
SD

Rotation(°)
Y
2.3
3.9
3.4
0.5
0.5
1.0
1.9
1.5

X
0.0
0.1
0.8
0.2
0.1
0.1
0.2
0.3

Z
0.3
2.9
0.9
0.2
0.2
0.3
0.8
1.1

X
0.6
1.8
1.1
1.7
0.6
0.8
1.1
0.5

Translation(mm)
Y
0.1
0.7
1.0
0.3
0.1
0.4
0.4
0.4

Z
1.0
1.3
2.0
0.3
0.0
3.0
0.8
0.7

5. 医療機器薬事承認
力学的安全性評価試験結果に、リスクマネージメントや機器に関する情報等を加えて、2012 年 5 月 18 日に
患者個々の骨格形状に対応するカスタムメイドが可能なサイズバリエーションを備えた骨接合用品として医
療機器薬事承認申請を行い、カスタムメイド骨接合プレートは 2014 年 2 月に薬事承認を受け、2014 年 7 月
に保険収載されており、部位は限定されているが上腕骨遠位及び橈骨遠位端に対して実用化されている。
6. 臨床応用
橈骨遠位端変形、上腕骨遠位端変形に対する矯正骨切り術に対し、カスタムメイド骨接合プレートが薬事承
認され、臨床応用を開始した。薬事承認されたカスタムメイド骨接合プレートを実際の臨床で使用した症例を
報告する。症例は 50 歳男性で、9 歳時に右上腕骨顆上骨折を受傷し、ギプス固定による保存加療をうけ、右
肘関節内反肘変形が残存した症例である。上腕骨内反変形による、内反肘変形と尺骨神経障害を認め、治
療を希望された。術前シミュレーションにより、健側鏡像モデルと比較し 24°の内反、14°の伸展、3°の内
旋変形を認めた。健側鏡像を目的とする 3 次元矯正骨切手術のシミュレーションを行った（図 31）。

内反肘

黄色：患側

骨切ガイド

白色：健側鏡像

のデザイン

骨切

術後予想モデル

図 31. 矯正骨切シミュレーション
術後予想モデルを用いて、術後骨表面に適合し、適切な設置位置と十分な固定性を担保できるカスタムメイ
ド骨接合プレートをデザインし、製造した。手術はカスタムメイド骨切ガイドを用いて、プレートスクリュー挿入
孔を作成後、骨切を行い、カスタムメイド骨接合プレートにて固定した。術後、単純 X 線で予定どおりの矯正と
固定が行われていることを確認した。術後 6 ヶ月で、有害事象なく、骨癒合も得られ経過は極めて良好である
（図 32）。今後、カスタムメイド骨接合プレートを用いた本術式が変形の矯正骨切における標準術式となるこ
とが期待される。
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図 32. カスタムメイド骨接合プレートと術後単純 X 線
7. カスタムメイド人工股関節
Cadaver の大腿骨の CT を撮像し、電子ビーム積層造形法により、近位表面に多孔質を有するカスタムメイド
人工股関節を作製した(図 33)。その有効性・安全性を評価するため、新鮮屍体標本を用いて手術精度を検
証した。模擬手術では、術前計画と同じインプラントサイズの大腿骨インプラントを挿入設置し、サイズが変
更になった例はなかった。大腿骨骨皮質の CT 閾値によって、インプラントサイズ選択には影響がないことを
確認した。またインプラント設置評価について、設置高位が平均-0.5mm (-1～0mm)で 3 度以上の内外反設
置はなかった。

図 33. カスタムメイド人工股関節
コンピューター上で種々のインプラントパラメーターを変更し、応力解析にて低応力の発生を確認した(図 34)。
多孔質の表面性状（metal cancellous 構造）についても、力学試験をクリアしうることを確認した。

図 34. ステムの応力解析
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8-1. 整形外科用カスタムメイドインプラントの承認審査の現状と応用
整形外科用カスタムメイドインプラントの承認審査の現状及び動向、及び関連する国内外の規格の現状及
び動向について調査を行った。
本事業で開発する骨接合材と人工股関節に関しては、審査ガイドライン通知が発出されていた[1, 2]。この中
では、これらの製品に求められる評価項目が列記されており、これを参考に開発品の評価項目を設定する
のが推奨されると思われた。また、カスタムメイドインプラントに関連しては、二つのカスタムメイド通知 [3, 4]が
発出されていた。これらの通知では、カスタムメイド製品を製造する範囲として指定したものの安全性が、基
礎となる既製品に劣らないことを示すことが求められていた。その方法が例示されていたが、最も汎用性が
あると考えられる方法は、有限要素解析（Finite Element Analysis、FEA）によるコンピューターシミュレーショ
ンであった。
FEA は、整形外科用インプラントの分野でも、製品設計では使用されているが、承認審査では最終製品を
用いた力学試験が必要とされてきた。このような状況の中で、上述の審査ガイドライン通知やカスタムメイド
通知では、FEA の使用が明記されており、画期的な通知と考えられた。しかし、具体的な解析方法について
は明記されていなかった。
インプラント製品の FEA による力学的安全性評価の具体的な方法について定めた規格として、JIS TS T
0013[5]と、米国の ASTM F2996-13[6]があった。これらは、いずれも人工股関節ステムの疲労強度を評価する
ISO 7206-4 を FEA で代替するための文書であり、その他の試験への FEA の適用の妥当性を保証している
わけではなかった。また、前者には疲労強度の評価が含まれているのに対し、後者はワーストケースの判定
を目的としており、疲労強度の予測は除外されている点が異なっていた。なお、日本はこの JIS 文書を基に
ISO TC150 において国際規格の制定を目指したが、静的な解析のみで疲労強度を評価することは難しいと
の反対意見があり、規格の制定には至らなかった。
以上のことから、既製品の疲労強度を力学試験で評価した上で、上記 JIS あるいは ASTM を参考に、カスタ
ムメイド製品の力学的安全性が既製品と比べ劣らないことを示すのが妥当と思われた。
平成 25 年度より、次世代医療機器・再生医療等製品評価指標作成事業三次元インプラント分野審査ワー
キンググループが活動を開始し、平成 26 年 9 月には、三次元積層技術を活用した整形外科用インプラントに
関する評価指標が通知として公表された[7]。また、平成 27 年 3 月には「『カスタムメイド整形外科用インプラン
ト等』に関する評価指標（案）患者の画像データから再現する三次元骨形状等の設計を中心として」が報告さ
れており [8]、今後通知として公表される可能性が高いことから、これらを参考にしながら開発を行うことが重
要であると考えられた。
8-2. FEA の妥当性検討
FEA の適用の具体的な方法を記述した JIS TS T 0013:2009[5]や ASTM F2996-13[6]は、人工股関節ステム
の疲労強度を評価する ISO 7206-4 を FEA で代替するための文書であり、他の試験や他の製品に適用した
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場合の妥当性は示されていない。また、ASTM では、FEA による疲労強度の評価は除外されており、FEA の
妥当性の確認を行った。
上腕に使用する骨端プレートの、JIS T 0312:2009[9]に基づく曲げ疲労特性試験を対象に、FEA による解析
の妥当性の検討を行った。患者の骨形状に合わせて設計された骨端プレートの図面から FEA 解析モデルを
作成し、JIS TS T 0013:2009[5]に従い、FEA にて曲げ疲労特性の評価を行った。試作した骨端プレートに発生
するひずみは、ひずみゲージにより測定し、両者を比較した。また、骨端プレートの疲労試験を行い、FEA の
結果と一致するか検証した。
その結果、ひずみ分布は FEA とひずみゲージによる測定でよく一致することが確認された。また、FEA によ
る疲労強度判定において、290N の荷重を加えると疲労破壊の危険性が出ると判定された。そこで、最大
500N の荷重を加え疲労試験を行ったが、疲労破壊は生じなかった。従って、静的な応力分布は FEA により
評価可能であるが、疲労強度の評価まで拡張することは困難であると考えられた。
4 点曲げ試験や 3 点曲げ試験が規格等で推奨される試験方法であるが、これらは丸棒等の試験片や、単
純な形状をしたプレートを想定した試験法であり、複雑な曲線形状を持つカスタムメイドインプラントでは、疲
労試験中に試験片が安定せず移動してしまうこと、試験片の中心軸に均等に荷重できないことが問題として
挙がった。そこで、試験方法や固定方法によるひずみ分布への影響を調べた。
疲労試験中の試験片の移動を防ぐためセメント固定をしたところ、ひずみ分布に大きな影響が出ることが
わかった。この問題を解決する代替試験法として、片持ち試験を提案した。3 点曲げのひずみ分布と片持ち
曲げのひずみ分布は類似しており、置き換えが可能であると考えられた。
9. チタン合金粉末の生物学的安全性
三次元積層造形法の原材料である金属粉末が最終製品に残存し、生体内に拡散することは考えにくいが、
その可能性が完全に否定できるわけではないため、その生物学的安全性について検討した。製造に用いる
チタン合金粉末はふるい分けされており、その粒径は 45 µm から 150 µm であった。一方、純チタン粉末を用
いた細胞毒性試験に関する報告では、10 µm 以下の粉末で細胞毒性の報告[10-12]があり、今回使用するチタ
ン合金粉末でも同様の結果が得られる可能性があった。
はじめに、細胞毒性の発現が予想される 20 µm 以下の粉末を用い、潜在的なリスクを検討した。
Ti-15Zr-4Nb-4Ta 合金の粉末を用い、CHL 細胞を用いたコロニー法による細胞毒性試験を行ったところ、
0.25 mg/mL 以上の濃度で細胞毒性が認められ、IC50 は 0.19 mg/mL と計算された。培地から検出されたイオ
ンの濃度は、細胞毒性を発現する最低イオン濃度（IC50）[13]に比べ 1/100 以下であり、チタン合金粉末からの
溶出が細胞毒性に影響を与えた可能性は低かった。
次に、粒径が 45 µm から 150 µm の Ti-6Al-4V 合金と Ti-15Zr-4Nb-4Ta 合金の粉末を用いて、同様に CHL
細胞によるコロニー法で細胞毒性試験を行った。その結果、濃度依存的にコロニー形成率の低下が見られ
たが、試験した最高濃度である 5 mg/mL（10 mg/well）でも、コロニー形成率は 50％以上であり、IC50 は計算
できなかった。また、合金種の違いによる差は見られなかった。
また、20 µm 以下の粉末を用い小核試験を行い、遺伝毒性について検討を行った。その結果、小核を有す
る細胞数が陰性対象と比べて有意に多かったのは 1 濃度のみで、濃度依存性も認められなかったことから、
遺伝毒性は陰性と判定された。
バルクでは毒性を示さない材料でも 10 µm 程度の粉末では、細胞毒性を示すことがあり、本事業で使用す
るチタン合金粉末でも同様であった。20 µm 以下のチタン合金粉末では、細胞毒性が認められたものの、実
際の製造に用いられる 45 µm から 150 µm のチタン合金粉末では、細胞毒性は認められなかった。溶出イオ
ンによる影響や遺伝毒性も認められなかった。原料となる粉末の製造過程において 20 µm 以下の粉末を充
分除去すること、電子ビーム積層造形法による成形後に付着した未溶融の粉末を充分除去することなどによ
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り、細胞毒性を示す微細な粉末が生体内に混入する可能性は極めて低くなるものと考えられた。
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⑥ヒエラルキーデザインにより患者毎に高機能化したインプラントの臨床的評価
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担当研究者：名井陽、吉川秀樹、村瀬剛、坂井孝司、藏本孝一、野山義裕、福田英次、松岡厚子、迫田秀行
１. 多孔質表面加工を有するアナトミカルカスタムメイド人工股関節の力学的評価
全ての技術を応用した患者毎に高機能化したカスタムメイド人工股関節インプラントを 5 例試作し、力学強度
試験や関節可動域シミュレーションを行い臨床的な有効性を評価した。Ti-6Al-4V 金属粉末（平均粒径 65μ
ｍ）を材料とし、三次元積層造形機（EBM, Arcam S12）を用いて作製した。電子ビーム積層造形の条件につ
いて、ビーム出力特性は加速電圧 60±1Kv、フィラメント電流 10±2mA、予備加熱温度域は 500～700℃、ス
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ポット径はフォーカスオフセット電流 10±2mA、造形ピッチは走査ピッチ 0.1ｍｍ、積層ピッチ 50μm、造形雰
囲気は真空とし、真空度は 10-3～10-２mbar とした。大腿骨インプラントのマクロデザインはアナトミカルタイプ
で、近位の表面加工は、「③In vivo 応力を制御するための溝/孔構造の最適化」で検証した二層の多孔質層
とした。疲労強度試験に関して、ステムネック部については HIP 処理を施していないインプラントを対象とし、
試験荷重 5340N（ISO7206 基準,）及び試験荷重 8010N（ISO7206 基準×1.5 倍）で施行した(図 35)。ステム遠
位部については、HIP 処理を施したインプラントを対象とし、試験荷重 2300N（ISO7206 基準）及び試験荷重
3500N（ISO7206 基準×1.5 倍）で施行した（図 36）。ステムネック部及びステム遠位部の疲労強度試験を行い、
IS07206 基準をクリアすることを確認した。しかしながら、荷重負荷を 1.5 倍とするとインプラントの破断を認め、
いずれもネック・ステム接合部で破断を認めた。また既存のセメントレスアナトミカルステムを用いた臨床例に
おける術後歩行機能と股関節可動域を評価し、良好なインプラント機能を確認した。

図 35. ステム・ネック部疲労強度試験

図 36．ステム遠位部疲労強度試験

2. カスタムメイド骨接合用品の適応拡大
現在の薬事承認されたカスタムメイド骨接合用品は上腕骨遠位、橈骨遠位に適応が限定されているため、
上肢全体での使用を目的に適応拡大の承認を得るための実験に着手した。
2-1. 前腕骨骨幹部変形に対するカスタムメイド骨接合プレートの精度評価
前腕骨幹部は前項で精度を実証した橈骨遠位部、上腕骨遠位部とは異なり、解剖学的 land mark に乏しいた
め、カスタムメイド骨切ガイド、カスタムメイド骨接合用品の設置精度を新たに評価する必要がある。新鮮屍
体標本６肢（男性 3 例、女性 3 例）の橈骨 6 本、尺骨 6 本を用いて前腕骨骨幹部変形に対するカスタムメイド
骨接合用品の精度検証を行った。
2-2 矯正骨切シミュレーションとプレートのデザイン
術前矯正骨切シミュレーションを行うために、屍体標本上肢全長の CT 撮影を施行し、CT の DICOM データを
用いてコンピューター上で、上腕骨、橈骨の 3 次元骨モデルを作成した。橈骨尺骨骨幹部を 15°伸展矯正す
る骨切シミュレーションを行った。各々、15°矯正用の骨切ガイドをデザインした。骨切ガイドには、15°矯正
後にカスタムメイドプレートを用いて固定する際に使用するスクリューが挿入される位置をプレドリリングして
骨孔を作成できるスリーブと、15°の角度で骨切することができるスリットを設けた。また、矯正後の骨表面
にフィットするようにカスタムメイドプレートをデザインした（図 37）。骨切ガイドは３D プリンターを用いてプラス
チックモデルとして作成し、カスタムメイドプレートの素材は Ti-6Al-4V を用いて削りだしで作成した。これらを
用いて手術実験を行った。
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図 37. 矯正骨切シミュレーションとカスタムメイドプレートのデザイン（橈骨骨幹部）
2-3. 新鮮屍体標本を用いた実験手術
前腕骨骨幹部に皮切を加え、臨床で用いられている、アプローチにて筋群をよけ、橈骨、尺骨骨幹部を露出
した。前腕骨幹部は円柱状の形状をもち、解剖学的ランドマークに乏しいため、骨切ガイドを設置が不正確
になることが予想された。そこで、骨切ガイドに橈骨尺骨遠位の茎状突起からの距離を計測できるスタイラス
を開発し、術中にスタイラスを用いて設置位置を決定した。骨切ガイドのスリーブよりプレドリリングを行うとと
もに、ドリルで骨切ガイドを固定した。骨切スリットからボーンソウにて骨切を完成させ、カスタムメイドプレート
をプレドリリングした骨孔にスクリューを挿入することにより設置固定した。（図 38）。

図 38. 屍体骨を用いた矯正骨切り術（前腕骨骨幹部）
手術後、前腕骨を CT 撮影し、術前と同様に DICOM データからコンピューター上で矯正骨切後の 3 次元骨モ
デルを作成した。術前の矯正骨切シミュレーションの骨モデルと術後の 3 次元骨モデルを iterative
closet-point(ICP) algorithm を用いて automatic に重ね合わせることにより、術前シミュレーションと実際の手
術後の骨モデルの誤差を評価した。International Society of Biomechanics（ISB）で推奨されている基準軸を
尺骨中央と橈骨中央部に設定し、euler angle 法にて 3 軸での回転と平行移動量で誤差を評価した（図 39）。
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図 39. 基準軸の設定（A:尺骨、B:橈骨）
橈骨の矯正骨切の精度は 3.4°、0.7ｍｍ以下（表 4）、尺骨の矯正骨切術の精度は
1.1°、0.5mm 以下（表 5）
B
A
であった。橈骨、尺骨とも骨軸回旋方向にたいしてはやや精度は低下するが、臨床上特に問題のない程度
の誤差であった。
表 4. 橈骨骨幹部矯正骨切の精度
No.
1
2
3
4
5
6
Average
SD

X
-0.7
0.8
0.0
-0.8
-1.2
-1.4
-0.5
0.8

Rotation(°)
Y
-4.8
4.6
0.4
-1.5
-1.5
-3.3
-1.0
3.3

Z
2.5
2.4
5.9
4.1
2.4
3.1
3.4
1.3

X
1.7
-2.7
1.1
1.5
1.1
1.6
0.7
1.7

Translation(mm)
Y
0.7
0.6
0.2
0.0
-0.7
-0.2
0.1
0.5

Z
0.4
0.7
0.1
-0.1
0.9
0.2
0.4
0.4

X
-0.4
0.8
0.6
0.4
0.0
0.3
0.3
0.4

Translation(mm)
Y
17.9
-7.3
-5.6
-5.1
-3.9
-3.0
-1.1
9.4

Z
1.0
1.4
0.5
0.2
0.8
1.2
0.8
0.4

表 5. 尺骨骨幹部矯正骨切の精度
No.
1
2
3
4
5
6
Average
SD

X
-0.5
0.6
0.5
0.4
0.5
0.0
0.2
0.4

Rotation(°)
Y
-0.1
-21.7
-5.0
-10.9
-9.9
-8.0
-9.3
7.2

Z
-0.1
-0.8
0.0
-1.0
0.2
0.0
-0.3
0.5

3.カスタムメイド骨接合用品の適応拡大に向けた臨床研究
これまでの実験結果、臨床成績の結果からカスタムメイド手術ガイドとカスタムメイド骨接合用品を用いた治
療に対して、2014 年 12 月に先進医療 B の承認を取得し、上肢骨変形の正確な矯正手術（骨切・矯正・内固
定）の実現のために開発したカスタムメイド手術ガイドとカスタムメイド骨接合プレートを用いた上肢矯正骨切
術による X 線学的矯正誤差が臨床的許容範囲内にあることを検証するため臨床研究を開始した。対象疾患
は変形治癒骨折、骨端線障害、先天奇形に起因する上肢変形である。本臨床研究における帰無仮説を「最
大変形角の平均値が 14 度（対数変換後の値は 2.64）以上である」とし、対立仮説を「最大変形角の平均値が
14 度未満である」として Student-t 検定により評価する。先行試験における各信頼係数のもとでの平均及び
標準偏差の限界値を用いて、上記仮説に対して有意水準片側 2.5%で検出力 80%を得るために必要な最小の
被験者数を求めた。これらの結果及び被験者の集積可能性の観点から、本臨床研究における目標登録被
験者数を 16 例と設定し、カスタムメイド骨接合用品の適応拡大にむけて臨床研究をスタートさせた。本臨床
研究を平成 29 年 7 月までに終了させ、収集した臨床データを解析後、平成 30 年以降にカスタムメイド骨接
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合用品の適応拡大を取得する予定である。
4. 三次元積層インプラントに関する評価指標案の作成
本プロジェクトのメンバーが中心となり平成 25 年度・平成 26 年度厚生労働省次世代医療機器評価指標作成
事業三次元積層インプラント審査ワーキンググループによる三次元積層技術に関する評価指標案が取りま
とめられた。

Ｖ． 自己評価
１． 目標達成度
① インプラントデザインに用いる骨質指標の決定
微小部 X 線回折法やラマン分光法、陽電子消滅法を駆使し、骨質評価のための新規指標を 2 種以
上という目標に対して 3 種類確立した。いずれも骨の力学機能に着目した骨質評価に対する新しい発想
の骨質指標であり、当初の目標を上回る結果を得た。
② インプラント・骨界面の親和性に関する生物学的評価
インプラント上で骨系細胞を培養する in vitro 実験系に関しては質的に想定通りの結果を得た。マウ
ス脛骨にインプラントを挿入する in vivo 実験系に関しては、インプラントを作成して実施準備が整えた
段階であり、ほぼ想定通りの進行である。
③ In vivo 応力を制御するための溝/孔構造の最適化
電子ビーム金属粉末積層造形法によるチタン合金インプラントに関して骨形成に最適な表面性
状を決定することができ、目標を達成した。
④ 衝撃吸収性をもつパウダーソリッド複合体の構造最適化とインプラントの試作
既存の人工関節と比較して低ヤング率で、既存の人工関節にはない衝撃吸収性のもつ人工関節の作
製に成功したことからも目標達成度は高い。今後は、パウダー/ソリッド複合体のデザインの変更を重ね
ていくことで低ヤング率と衝撃吸収性を兼ね備えた人工関節の耐久性の向上を目指す。
⑤ 患者毎の骨格形状に最適化されたインプラントの臨床的評価
過去の橈骨遠位端骨折変形治癒骨データより患者毎の骨格形状に最適化されたパーソナライズド骨
接合用品の作製に成功し、その有効性・安全性を医学的・工学的な観点から評価できたことから目標は
達成したと考える。
⑥

ヒエラルキーデザインにより患者毎に高機能化したインプラントの臨床的評価
新鮮屍体標本を用いた実験でカスタムメイド人工股関節及びカスタムメイド骨接合用品の有効性を示
すことに成功した。橈骨遠位端、上腕骨遠位端に対するカスタムメイド骨接合用品の薬事承認を取得し、
実際の臨床で使用し極めて良好な術後経過を得た。以上のことからインプラントの臨床的評価に対する
目標は達成したと考える。今後、症例数の増加により、信頼度の高い臨床データを蓄積する。

２．成果
① インプラントデザインに用いる骨質指標の決定
「生体アパタイト結晶の配向性」、「生体アパタイト結晶のナノ格子欠陥」および「コラーゲンの優先走行
性」に着目した 3 種類の新規骨質指標を確立した。新規骨質指標は、従来唯一の骨質指標として用いら
れてきた骨密度に比べて骨の力学機能への応答が高いことを見出し、骨密度にとって代わる指針として
極めて重要である。
② インプラント・骨界面の親和性に関する生物学的評価
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in vitro 実験系においてそれぞれのインプラント界面における破骨細胞分化に有意差は見られなかっ
たが、Ti-6Al-4V 上では他のインプラントに比し骨芽細胞における骨基質蛋白の発現上昇が確認
された。このような変化はインプラント表面加工方法によっても変化がみられることを明らかと
した。骨-金属インプラント境界における細胞センシングマーカーを明らかにすることで、新規人
工関節の開発を行うための新たな手法を取得しつつある。
③ In vivo 応力を制御するための溝/孔構造の最適化
電子ビーム金属粉末積層造形法による metal cancellous 構造を中心としたチタン合金製インプ
ラントに対する良好な骨形成が、X 線学的、組織学的、力学的に実証された。
④ 衝撃吸収性をもつパウダーソリッド複合体の構造最適化とインプラントの試作
パウダー/ソリッド複合体人工関節を作製するための電子ビーム積層造形装置の最適条件を確立し、
パウダー/ソリッド複合体人工関節の試作に成功した。また、パウダー/ソリッド複合体の構造と力学特性
の関係や熱処理を施したパウダー/ソリッド複合体の熱処理時間と力学特性の関係を明らかにした。
⑤ 患者毎の骨格形状に最適化されたインプラントの臨床的評価
患者毎の骨格形状に最適化された骨接合用品のデザインコンセプトを確立し、力学的安全性を担保
するために形状のワーストケースに対して力学試験を行い、実用的に十分な強度が得られていることを確
認できた。精度実験により、正確な矯正が可能であることを確認した。橈骨遠位端、上腕骨遠位端に関し
ては薬事承認を取得した。
⑥

ヒエラルキーデザインにより患者毎に高機能化したインプラントの臨床的評価
新鮮屍体を用いた実験によりカスタムメイド骨接合用品の高精度の矯正と固定性を証明するこ
とができた。は橈骨遠位、上腕骨遠位に対し薬事承認を取得し、実際の臨床での使用が開始され、
今後の市場拡大が期待される。カスタムメイド人工股関節については③でえられた表面加工を有
するインプラントの疲労強度試験を行い、ISO7206-4 の基準をクリアすることを確認しえた。

３．計画・手法の妥当性
① インプラントデザインに用いる骨質指標の決定
各年度における事業計画にそって研究が進展している。本プロジェクトの予算で購入したラマン分光
器により「コラーゲンの優先走行性」に着目した新規骨質指標を確立でき、さらには「生体アパタイト結晶
の配向性」との相関も見出したことから、計画・手法は妥当であったと考える。
② インプラント・骨界面の親和性に関する生物学的評価
インプラント・骨界面の生物学的反応を調べる試みは過去にない新たな取り組みであるが、in vitro 実
験系においては質的に想定通りの結果を得ることができ、計画・手法は妥当であると考えられる。 in vivo
の実験系は新たな実験モデルマウスの作製、新たな評価方法の確立が必要であり、現在インプラントの
作成が完了したところである。生体内でのインプラント材料が与える影響を評価するためには必要な実験
であり、計画・手法とも妥当であると考える。
③ In vivo 応力を制御するための溝/孔構造の最適化
本プロジェクト予算で購入したダクトレスヒュームフードによる整った環境下で、自動化バキュームティッ
シュプロセッサー・パラフィン包埋装置・ミクロトームにより動物実験における組織検体を作製した。インプ
ラント周囲については硬組織作製を外部依頼し、家兎・ビーグル犬のインプラント埋入手術に関しては本
プロジェクト予算で購入したオートクレーブによる滅菌器具を使用することによって円滑に実施した。所期
の予定通り進捗しており、手法も妥当であったと言える。
④ 衝撃吸収性をもつパウダーソリッド複合体の構造最適化とインプラントの試作
本プロジェクトの予算の多くを電子ビーム積層造形によるインプラント試作とその評価に充てたことによ
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り衝撃吸収性を備えたパウダー/ソリッド複合体の作製に成功に導けた。計画・手法は妥当であったと考
える。
⑤ 患者毎の骨格形状に最適化されたインプラントの臨床的評価
本プロジェクトの予算を骨の 3 次元形態解析やインプラントデザインの作製に必要な消耗品購入、ソフ
ト作製に多く配分したことにより、カスタマイズドインプラントの臨床応用に成功した。目標を達成しているこ
とからも計画・手法は妥当であったと考える。
⑥

ヒエラルキーデザインにより患者毎に高機能化したインプラントの臨床的評価
極めて臨床に近い状態でのインプラントの有効性を示すため、新鮮屍体標本を用いた実験を行い、コ
ンピューターシミュレーション通りの矯正と固定を実現できることを示すことに成功した。実際の臨床に導入
するための前臨床試験として計画・手法は妥当であったと考える。

４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
① インプラントデザインに用いる骨質指標の決定
本プロジェクトにおいて培った連携を活かし、骨質評価―インプラント作製―安全性の評価を互いにフィー
ドバックさせ、望まれる特性を有したカスタムメイドインプラントの設計に寄与する。
② インプラント・骨界面の親和性に関する生物学的評価
インプラント周囲のルースニングの原因として、インプラント材料と骨系細胞の親和性が関与していると想
定しているが、それとともにインプラントによって周囲の骨組織にかかる力学的負荷（メカニカルストレス）によ
る周囲の骨系細胞の遺伝子発現動態の関与も考えている。この分野の研究は未知で新規性に富んでおり、
インプラント周囲のルースニング制御にあらたな可能性を示すことはもちろん、炎症による関節破壊などのメ
カニズム解明にも寄与する可能性を秘めていると考える。
③ In vivo 応力を制御するための溝/孔構造の最適化
本プロジェクトでのえられた、電子ビーム積層造形による骨形成に最適な表面性状を有するパーソ
ナライズドインプラント作製に寄与する。
④ 衝撃吸収性をもつパウダーソリッド複合体の構造最適化とインプラントの試作
パウダー/ソリッド複合体人工関節における最適な形状を見出すには、臨床試験結果をフィードバックする
必要があるため、実施期間終了後も継続して研究開発を実施する。パウダー/ソリッド複合体人工関節は人
工股関節を対象に試作研究を実施しているが、多関節へ発展できる可能性は高い。
⑤

患者毎の骨格形状に最適化されたインプラントの臨床的評価
患者毎の骨格形状に最適化されたインプラントは、骨接合用品に関して橈骨遠位端・上腕骨遠位端に関

しては薬事承認を取得し、適応拡大に向け、上肢全部位に対する臨床研究をスタートさせた。人工関節に
関しては人工股関節を対象にそれぞれ試作研究をおこなっているが、他の関節に対して、それぞれ発展で
きる可能性が高い。
⑥

ヒエラルキーデザインにより患者毎に高機能化したインプラントの臨床的評価
現在薬事承認を取得している、橈骨遠位端、上腕骨遠位端に対するインプラントの臨床的データの蓄積

を目指す。さらに、先進医療 B を取得した、上肢他部位での臨床評価を行い、インプラントの適応拡大を目
指す。最終的にはヒエラルキーデザインにより患者毎に高機能化したインプラントの全身での使用を目指し、
インプラント製造の中核的技術となることが期待される。
５．その他
特になし。
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