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第１章 研究開発の概要 

整形外科領域における人工骨、人工関節などのデバイスを用いた治療の分野では、海外製品のシェア

が 90％以上を占めている。欧米人と日本人の体形の違い、疾病特異性の違い、文化や生活習慣の違いな

どから、既存のデバイスでは、デバイスを挿入するために患者の骨を削り、骨形状をデバイスに適合さ

せる場合が多く、骨欠損などを有する疾病においては治療に限界がある。したがって個々人の病態や骨

形状にデバイスを適合させるテーラーメード医療として利用できる日本人向けの手術機器の開発が求め

られている。 

 

１－１ 研究開発の背景・研究目的及び目標 

本事業は、レーザー光線でチタン金属粉末を溶融し任意の形状のデバイスを造形する技術、さらにそ

れを骨と直接結合する機能すなわちデバイス表面に生体活性を付与する技術を、下記に代表される様々

な医療分野の課題の解決に役立てることを目的とする。 

① 骨造成手術用テーラーメードメッシュプレート：患者の骨欠損部を被覆するテーラーメードのメ

ッシュプレートを造形し骨造成を行う。 

② 手術支援ガイド：整形外科や口腔外科分野の手術において、正確な骨孔作成や骨切りを行うため

のデバイスを開発し造形する。 

③ 骨関節再建手術用テーラーメードデバイス：患者個々人の病態や骨形状に合わせたデバイスを造

形する。 

④ 動物医療用テーラーメードデバイス：疾病動物専用のテーラーメードデバイスを開発し、動物医

療の分野にも貢献する。 
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１－２ 研究体制 

（１）研究組織及び管理体制 

１）研究組織（全体）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乙 

佐川印刷株式会社 

独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター 

国立大学法人 愛媛大学 

中部大学 

再委託 

再委託 

再委託 

再委託 

総括研究代表者（ＰＬ） 

独立行政法人国立病院機構京都医療センター 

病院長 

中村孝志 

副総括研究代表者（ＳＬ） 

国立大学法人 京都大学 

整形外科院内講師 

藤林俊介 

和田精密歯研株式会社 

京セラメディカル株式会社 

国立大学法人 京都大学 

再委託（アドバイザー） 

再委託（アドバイザー） 
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２）管理体制 

①事業管理機関 

［佐川印刷株式会社］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②再委託先 

独立行政法人国立病院機構京都医療センター 

 

 

 

 

 

国立大学法人京都大学 

 

 

 

社長 常務 財務・経理部 経理課 

総務部 営業企画課 

生産技術本部 新規事業・技術開発室 

製造部 日野工場 

ＤＰＰ部 本社ＤＰＰ 

厚木工場 

人事部 人事課 

総長 医学部附属病院 整形外科 

事務部 経理・調達課 産学経理掛 

院長 臨床研究センター 臨床研究企画運営部 

事務部 管理課 第二庶務係 
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国立大学法人愛媛大学 

 

 

 

 

 

中部大学 

 

 

 

 

（２）管理員及び研究員 

【事業管理機関】佐川印刷株式会社 

①管理員 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

岸田 忍 

奥原耕三 

藤野昌宏 

経理課課長 

人事課主任 

経理課 

④ 

④ 

④ 

②研究員 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

川田善一 

佐々木清幸 

坂本正臣 

石田敦史 

酒井要 

藤田裕二 

山本晃 

ＤＰＰ部部長 

生産技術本部 新規事業・技術開発室次長 

製造部 厚木工場 設備技術係長 

ＤＰＰ部 本社ＤＰＰ主任 

製造部 日野工場 設備技術主任 

製造部 日野工場 設備技術 

営業企画課 

① 

①、② 

① 

① 

① 

① 

①、② 

 

【再委託先】 

独立行政法人国立病院機構京都医療センター 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

中村孝志 院長 ①、②、③ 

 

国立大学法人京都大学 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

藤林俊介 

竹本充 

秋山治彦 

院内講師 

助教 

准教授 

①、②、③ 

①、②、③ 

①、②、③ 

総長 学長 副学長 生命健康科学部 生命医科学科 

学長 医学部附属病院 歯科口腔外科 

社会連携課 医学部研究協力課 

センター長 研究支援センター 研究支援課 
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国立大学法人愛媛大学 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

住田知樹 

藤田陽平 

講師 

研究員 

①、③ 

①、③ 

 

中部大学 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

松下富春 

小久保正 

教授 

教授 

①、② 

①、② 

 

（３）経理担当者及び業務管理者の所属、氏名 

（事業管理機関） 

佐川印刷株式会社 

 （経理担当者）財務・経理部 経理課長    岸田 忍 

 （業務管理者）取締役常務    浦上一行 

（再委託先） 

独立行政法人国立病院機構京都医療センター 

 （経理担当者）事務部 管理課 庶務班 第二庶務係長  松本政浩 

 （業務管理者）臨床研究センター長   島津 章 

国立大学法人京都大学 

 （経理担当者）事務部 経理調達課 産学経理掛長  福島慎吉 

 （業務管理者）整形外科 院内講師   藤林俊介 

国立大学法人愛媛大学 

 （経理担当者）医学部 研究協力課長   亀岡輝芳 

 （業務管理者）附属病院長    横山雅好 

中部大学 

 （経理担当者）財務部 財務課長    岡畑満孝 

 （業務管理者）研究支援センター課長    墨 勝典 
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１－３ 成果概要 

１）デバイス製造 

SLMによる造形では、選択的に粉末を溶融・凝固させるので、残留応力が発生しやすく、造形した後で、

造形盤からサポート部を取りはずすと造形部には残留応力による変形が生じる。この変形は造形物が薄

いもの程発生しやすい。現場的な対策としてはサポートを取り外す前に加熱して残留応力を除去した後、

サポートを取りはずせば所望の形状のものが得られる。そこで、造形物の形状や造形の方向によって生

ずる歪を定量的に調査した。また、加熱による歪除去の効果を調査した。また、当プロジェクトに参加

する機関の要請にこたえて各種の造形物を作成し供給した。 

表面処理に関しては、昨年度に開発したアルカリ－希塩酸－加熱処理を用いて、臨床試験に使用され

るSLM製チタンデバイス（顎骨治療用デバイスおよび頸骨治療用デバイス）に生体活性を付与した。また、

NaOH－CaCl2－加熱－温水処理法を発展させて、骨と結合させるためのアパタイト形成能と骨成長を促進

すると期待されるイオンを溶出する機能の双方を有する表面処理法を開発した。さらに、昨年度に引き

続きチタン合金表面上に被覆したDLC被覆層の剥離強度およびその機序を実験的に明らかにした。 

 

２）製品化 

SLM造形法で作製した構造物は中心部が完全に溶融・凝固していても、表面に不完全溶融層が存在する。

この不完全溶融層が造形物の強度に及ぼす影響を、厚さの異なる板材を用いて調査した。板厚さが１ｍ

ｍ以下になると急に引張強度が低下し、JIS規格の値よりも低くなり、それが表面に形成される不完全溶

融層の影響によることが明確になった。次いで、昨年度に確立した板材の曲げ疲労試験法を用いて、SLM

法で造形した厚さ2ｍｍの純チタン板の疲労試験を行い、10６サイクルにおけるTi金属SLM材の疲労強度と

圧延材のそれとを比較した。10６サイクルで両者はほぼ同じ強度で有ることが明らかになった。チタン合

金の疲労強度試験は今期には実施できなかった。さらに、昨年度導入した解析ソフトを用いてSLM法で造

形した整形外科用デバイス変形、応力解析による強度評価を行い、臨床使用できることを示した。 

 

３）臨床治験 

昨年度に引き続き、GBR 及びネジガイドの臨床試験を継続し、ノウハウを蓄積している。本年度は、

顎骨を失った患者の大規模骨造成及び頚椎再建用デバイスの臨床試験を開始した。これらの臨床試験で

は、デバイスは体内に一生涯埋入された状態となるものであるため、症例ごとに慎重に経過を見ながら

行っている。各一例ずつの経験であるが、従来の方法では達成できなかった良好な経過が得られており、

本プロジェクトで提案するカスタムメイドデバイスの有効性が確認された。平成 25年度も順次臨床試験

を継続していく計画である。 

 

４）プロジェクトの管理運営 

再委託先である京都大学、京都医療センター、中部大学、愛媛大学、およびアドバイザーである京セ

ラメディカル、和田精密歯研との打ち合わせ会議を毎月開催し、各機関の研究、および事業化に向けた

活動の進捗状況を確認した。 臨床試験や実験等の結果については定例の会議にて発表の場を設け、議

事録に資料を添付してプロジェクト全体の情報の共有化を図った。 

 本研究の製品化にあたっては、経済産業省による合同伴走コンサルの結果を再委託先に伝達し、アド
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バイザーである京セラメディカル、和田精密歯研を交えて有効な方策について検討を重ねた。佐川印刷

および再委託先における支出に関しては、必要な手順を踏まえるよう、佐川印刷経理課が司令塔として

適切なアドバイスを行った。 

 

 

１－４ 当該研究開発の連絡窓口 

 

    佐川印刷株式会社 総務部 営業企画課 山本 晃 

Tel: 075-934-8010 Fax: 075-921-3463 

E-mail: aki-yamamoto@spcom.co.jp 

 

佐川印刷株式会社 新規事業・技術開発室 佐々木清幸 

Tel: 075-934-8024 Fax: 075-921-3463 

E-mail: kiy-sasaki@spcom.co.jp 
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第２章 デバイス製造 

２－１ デバイスデザイン 

昨年度に引き続き、GBR デバイス及び骨切り及びネジガイドのデザインを引き続き継続するとともに、

本年度は、顎骨を失った患者の大規模骨造成及び頚椎再建用デバイスのデザインを行った。これらのデ

バイスデザインにおいては小規模骨造成と同じストラテジーを用い、術前 CT-DICOM データを参考に

CAD/RP 技術を応用し、患者それぞれに適合した再建用チタンメッシュトレイ及び頚椎再建デバイスを開

発した。CADにてデバイスの設計を行った後は、その設計データを STLファイルに変換、Selective laser 

melting (SLM) 法にてテーラーメードチタンメッシュデバイスを作製した。その後、石膏実態模型を用

いてモデルサージェリーを行った後、顎骨再建手術を施行した。 

顎骨の大規模骨造成では、将来植立するインプラント体は、プラークコントロールが十分でないと感

染の元になるため、インプラントのプラットフォームからメッシュデバイスまでは 3mm の安全域を確保

した。周囲炎がコントロールできない場合にはすぐに抜去出来るように設計し、デバイスに感染が及ぶ

ことを避ける設計とした。頚椎再建用デバイスでは、セミカスタムデザインに対応するため、椎間板部

を椎体部で連結する構造とし、椎体部は前方及び後方に 2 本の支柱を有する多孔構造とした。将来的に

はセミカスタムデザインとして、椎間板部の形状を数種類用意しておき、術前画像から計測した長さの

椎体部と結合させるという方法を検討している。 

 

２－１－１Guided bone regeneration (GBR)法 

本年度は、主に次に述べる顎骨造成を中心に大規模な骨造成を行っていたため、小規模骨造成である

GBR 症例は、上部構造の完成や、経過観察などが主であった。経過観察の段階では実施症例に対しては、

画像などで経過観察を行っているが、これまでのところ特に問題は生じておらず、デバイスデザインに

関しては昨年度報告した方法で問題ないと思われた。ただ、咬合機能を与えてからまだあまり期間が経

っておらず、今しばらく経過観察を続けた後、インプラント治療を前提とした小規模顎骨造成症例の蓄

積を行っていく。 

 

２－１－２顎骨再建 

本年度は、顎骨を失った患者の大規模骨造成に力を入れた。 

デバイスデザインは、小規模骨造成と同じストラテジーを用い、術前 CT-DICOM データを参考に CAD/RP 

技術を応用し、患者それぞれに適合した再建用チタンメッシュトレイを開発した。メッシュトレイ作成

後、本大学臨床研究倫理審査委員会に臨床研究計画を提出し承認を得、臨床研究を開始した。対象は現

在腫瘍、炎症の再発、感染兆候を認めない症例を対象として 2期的再建から開始した。CADにてメッシュ

デバイスの設計を行った後は、その設計データを STLファイルに変換、Selective laser melting (SLM) 

法にてテーラーメードチタンメッシュデバイスを作製した。その後、石膏実態模型を用いてモデルサー

ジェリーを行った後、顎骨再建手術を施行した。 

デバイスデザインで特に工夫した点は、将来植立するインプラント体は、プラークコントロールが十

分でないと感染の元になるため、インプラントのプラットフォームからメッシュデバイスまでは 3mm の

安全域を確保した。周囲炎がコントロールできない場合にはすぐに抜去出来るように設計し、デバイス

に感染が及ぶことを避ける設計とした。 
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 a 既製チタンプレートによる再建   ｂ歯列のことも考え、理想的な配列を模索する 

           

c インプラントの配列シミュレーション：インプラント体の周りには安全域を設けた。 

 

次いで、これら 6 本のインプラントがしっかりと骨に囲まれるように造骨領域を設定（c）、そしてそ

の骨を維持するトレーを続けて設計した。 

         

d造骨領域を囲むトレーの設計                e 理想的骨形態 

 

また、このような大きな欠損の場合、軟組織の分析も重要である。下図はプレートのみでの再建した

場合の予想図である。ほぼ、予想通りの形態、位置であるが、再建プレート 1 本ではやはり下口唇の内

反は避けられない。 

 

     

 

F

i

x 
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h チタンメッシュトレイ完成モデル 

 

２－２ デバイス造形 

２－２－１ はじめに 

 SLMによる造形では、選択的に粉末を溶融・凝固させるので、残留応力が発生しやすく、造形した後で、

造形盤からサポート部を取りはずすと造形部には残留応力による変形が生じる。この変形は造形物が薄

いもの程発生しやすい。現場的な対策としてはサポートを取り外す前に加熱して残留応力を除去した後、

サポートを取りはずせば所望の形状のものが得られる。そこで、造形物の形状や造形の方向によって生

ずる歪を定量的に調査した。また、加熱による歪除去の効果を調査した。また、当プロジェクトに参加

する機関の要請にこたえて各種の造形物を作成し、供給した。 

 

各種の造形例 

（１）口腔外科用造形物 

  

 顎骨再建用チタンメッシュトレイ    GBR（Guided bone regeneration） 
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        顎骨再建用デバイス 

（２）整形外科用造形物 

 

  手術用螺子ガイド（テーラーメード） 

 

   椎体デバイス（汎用） 

 

   頸椎デバイス（テーラーメード） 
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（３）動物用造形物 

 

  小動物用インプラント  椎体デバイス 

 

   小動物用インプラント 

（４）力学的特性評価用造形物 

 

 

    力学的特性評価用試験片 
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２－３ 表面処理（生体活性化処理） 

２－３－１ はじめに 

これまでの研究で NaOH-加熱処理、NaOH-Ca-加熱-温水処理および酸-加熱処理により Ti 金属やその合

金に骨と結合する機能(生体活性)を付与できることを示したが、本研究においては生体活性を有し、か

つ骨形成促進イオンを徐放する表面処理法について研究した。骨形成促進イオンとして、骨粗鬆症の治

療薬の成分でもあるストロンチュームイオン（Sr2+）を用いた。 

２－３－２ 実験方法 

（１）表面処理法 

10mm×10 mm×1 mm の大きさの純チタン金属板を#400 のダイヤモンドパッドを用いて研磨し、アセト

ン、2-プロパノール、超純水で各 30分間越音波洗浄した後、5MNaOH水溶液 5mlに 60℃で 24時間浸漬し

た後、超純水で 30秒間洗浄した。この試料を 50ｍMCaCl2と 50ｍMSrCl2の混合に40℃で 24時間浸漬した。

これを 600℃で 1 時間加熱し、80℃の温水あるいは 80℃の 1MSrCl2水溶液に 24 時間浸漬（以下、「Ca/Sr

処理」という）した。工程を図 2.3.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価法 

・表面観察：処理された試料表面に Pt-Pd 蒸着膜を形成した後、電界放電走査電子顕微鏡を用いて観

察した。 

・組成分析：試料表面の組成をエネルギー分散 X線分析法で、また、処理層の深さ方向の元素分布を X

線光電子分光分析法で分析した。 

 ・処理層の引っ掻き抵抗：試料の引っ掻き抵抗をスクラッチテスターにより測定した。 

・アパタイト形成能：試料を 36.5℃に保たれた ISO規格 23317の擬似体液（SBF）に１～3日間浸漬し、

表面を電界放電走査電子顕微鏡で観察した。 

 ・Sr2+の溶出性評価：試料を 36.5℃に保たれたリン酸緩衝液に様々な時間（最大 7日間）浸漬し、溶液

中に溶出する Sr2+の量を誘導結合プラズマ発光分析（ICP）により測定した。 

２－３－３ 実験結果および考察 

（１）処理層の構造と Sr含有量 

NaOH処理、Ca/Sr処理したのち加熱したものの表面に形成された網目構造は単純な NaOH－加熱処理 

と同じであり、今回の処理法においても特異な構造は観察されず、NaOH処理時の構造が維持されていた。 

5MNaOH溶液による処理では、処理直後には Naが 5.5 原子％程度検出されるが、試料表面の EDX分析の

結果、Ca/Sr 処理を施した試料では Na が消失し、代わりに 2.0～3.3 原子％の Ca と 0.7～1.7 原子％の

Sr が検出された。引っ掻き強度は 55mN 程度であった。最初の NaOH 処理により金属表面にチタン酸水素

   

図 2.3.1 NaOH-Ca／Sr-加熱-温水処理法で Ca および Sr を含有させる処理工程 
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ナトリウム（SHT）が形成され、これを CaCl2と SrCl2の混合溶液に浸漬すると、SHT 層中の Naが Ca及び

Sr に完全に置換される。その後 600℃に加熱することで引っ掻き抵抗が単純な NaOH-加熱処理材と同程度

の値(50ｍN程度)に上昇する。このままでは擬似体液中でアパタイト形成能を示さなかった。これを温水

あるいは１M SrCl2水溶液に浸漬すると、表面層中の Sr2+イオンが損われることなく Ca2+イオンの一部が 

H3O
+イオンに置換され、アパタイト 

形成能を示す。 

図 2.3.2は 50ｍMCaCl2と 50ｍMSrCl2の 

混合溶液を用いた場合の試料表面の深さ方 

向の元素分布を示す。表面から内部に入る 

にしたがって酸素（O）が減少し、チタン 

(Ti)が増加する。表面から深さ１µm までの 

間では Caと Srがほぼ同じ割合で減少する。 

このように、NaOH処理後に行う処理の水 

溶液に含まれる Ca＋２イオンおよび Sr＋２イ 

オンの濃度比を変えることや加熱後に SrCl2 

溶液で処理することにより処理層に導入さ 

れる Ca＋２イオンおよび Sr＋２イオンの割合 

を任意に制御できることができることが判 

明した。 

（２）処理品の生体活性とイオンの溶出 

溶液処理した後、温水に浸けると、チタン酸 

塩層中の Ca＋２イオン及び Sr＋２イオンの一部が 

ヒドロニウムイオン(H3O
+)に交換されて、表面 

がアパタイト形成能を発揮する程度に活性化さ 

れる。図 2.3.1に示した工程で処理した試料を 

擬似体液に浸漬した場合の表面を SEMで観察 

した結果を図 2.3.3に示す。試料表面には全面 

に球状の析出物が浸漬 3日以内に観察され、こ 

れらを X線回折により同定すると骨類似アパタ 

イトであった。 

 図 2.3.4は PBS中に溶出する Sr＋２イオンの 

経時変化を示す。最初の数分以内に PBS中に 

0.4ppm 程度が溶出し、その後、徐々に溶出を続 

け、1週間後には 1.2 ppmの Sr＋２イオンが溶出 

することが認められた。このような Sr2+イオン 

溶出が生体で起こると図 2.3.5に模式的に示すよ 

うに新生骨の骨形成を促進し、周囲の骨を短期間 

に金属表面に到達させる可能性を持っている。し 

 

図 2.3.3 NaOH-Ca/Sr-加熱処理後に温水ある 

いは SrCl2溶液処理を施し、SBF に 3 日間浸漬 

した Ti 金属表面に析出したアパタイト 

 
図 2.3.4 NaOH-Ca/Sr-加熱処理後に温水あるいは 

SrCl2 溶液処理を施した Ti 金属から PBS 中に溶出 

した Sr イオン濃度の経時変化 

 

図 2.3.2 NaOH-Ca/Sr-加熱-SrCl2処理後の Ti金属表面 
の XPS 深さ分析 
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かも同金属は表面にアパタイト層を形成するので、金属表面に 

到達した骨と強固に結合するとことが期待される。 

２－３－４ 残された課題 

 生体活性を有し骨成長促進イオンを溶出する表面処理法が 

開発された。骨成長を促進させるための金属イオンの溶出継 

続期間や溶出量の効果を動物実験等により明らかにし、本手 

法が臨床的に有用かどうかの調査が必要である。 

 

２－４ チタン合金に被覆したDLCの強度 

２－４－１ はじめに 

顎関節のように形状が三次元的な異形状であり、かつ寸法 

が小さい場合には既存のアルミナなどの使用は難しく、また、 

セラミックスの脆性破損が臨床上の問題になる。一方、SLM により造形したチタン金属製顎関節の場合、

チタン金属の摩擦特性はよくないので、靱性に優れたチタン金属表面を摩擦摩耗特性の良好なセラミッ

クスで被覆することが考えられる。昨年度に引き続き、今年度は中間層として Ti と同属の元素として Ta

を選択し、スクラッチ試験による DLC被覆層の剥離挙動を詳細に調査した。 

２－４－２ 実験方法 

(1) 成膜装置 

昨年度の研究で用いたものと同じで、この装置は UBM スパッタ(Unbalanced Magnetron Sputter)方式

で、アルゴンイオンでターゲット金属の原子を叩き出し、基板上に堆積させるものである。 

(2) 基材の準備 

実験に使用した基材は Ti-6Al-4V合金および Ti-15Zr-4Ta-４Nb合金で、直径 30mmｘ厚み 5mmの円板を試

験片とした。基材表面を鏡面にするために、湿式研磨盤を用いて SiC研磨紙(#800～#2000SiC）による 

研磨、続いてバフ研磨(3.0µm のアルミナ粒子)を行った。 

(3) 成膜 

成膜は成膜装置を保有する㈱神戸製鋼所に依頼した。昨年の研究結果よりチタン合金基材の上に基材

と DLCをつなぐ中間層として、円板表面に厚み方向に Ti をスパッタリングしたのち Ti量を順次減らし

つつ Taを順次増やすように Taを介在させた。成膜厚みは中間層と DLCの合計で 3.0 µm である。 

(4) 被覆膜の評価 

① 表面粗さ：DLCを被覆した Ti-6Al-4V合金および Ti-15Zr-4Ta-Nb-4合金製円板試料表面の粗さを、

測定した。 

②スクラッチ法による耐剥離性の評価：DLCを被覆した円板試料に対して直径１ｍｍのダイヤモンド圧

子を押付けて10 mm移動する間に荷重を10 N／mmの割合で増加させ、最高100Nまで負荷した(図2.3.6)。

１つの試料に対して 12本のスクラッチ痕を作成し、それらの痕跡を光学顕微鏡および走査型電子顕微

鏡を用いて観察し、DLC被覆膜の破損状況を調査した。顕微鏡で観察する場合に、図 2.3.7に示すよう

に光学顕微鏡で観察した場合の剥離発生荷重を剥離荷重Ⅰ、SEMで観察した場合の剥離発生荷重を剥離

荷重Ⅱとした。 

③スクラッチ痕跡において、DLC被覆層が破損している付近の元素分布を EDXにより分析した。 

  

図 2.3.5 Sr イオンが溶出す 

る場合の骨形成促進模式図  
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２－４－３ 実験結果 

(1) DLC被膜の耐剥離性 

今回行ったスクラッチ試験では圧子の移動にしたがって荷重を増加させたので、DLC被覆膜の破損状況

とその時の荷重を関係付けることが可能になり、DLC被覆層の限界の耐荷重を知ることができる。 

 図 2.3.8に光学顕微鏡で観察した痕跡(剥離荷重Ⅰ)とその周辺の SEM写真（図 2.3.9）を示す。この 

図においてスクラッチ痕跡は右端の荷重０N から始まり、荷重 37 N のところで光学顕微鏡において DLC

被覆層の剥離が観察された。この位置では DLC被覆層が完全に剥離し、基材の Ti 合金の肌が露出してい

る。この試料の剥離部分を EDX分析により元素マッピングを行った結果を図 2.3.10に示す。この写真か 

ら、図 2.3.8および 2.3.9において白く見える部分は Ti 合金であり、黒く見えるえる部分は DLCである

ことがわかる。 

 図 2.3.8における 0～37Nの間を丁寧に SEM観察した。その結果、クラックが 37N よりも低い荷重で生

じていることが見いだされた。それを図 2.3.11 に、クラック周辺の拡大写真を図 2.3.12 に示す。この

クラックはスクラッチ荷重 6N で発生した。図 2.3.12 を見るとクラックはスクラッチ痕全幅に進んでお

り、裂け目から下地がのぞいているように見える。そこで、クラックや剥離面周辺を EDX 分析により元

素マッピングを行った。結果の一例を図 2.3.13に示し、剥離が進行する過程を追跡した場合の元素分析

結果を表 2.3.1に示す。 図 2.3.13において、クラックが入っている部分で、Cが少ない部分では Taが

観察され、基材の成分である Alや Vが際立って存在していない。しかし DLCが剥離した部分では基材の

元素 Alが検出された(図 2.3.10)ことから、中間層の部分でまず滑りが生じ、次いで DLCが壊れて剥離し

たと推定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2.3.8 スクラッチ痕跡の観察結果 
（Ti-6Al-4V 合金、中間層：Ti＋Ta） 

 

図 2.3.9 スクラッチ痕跡の観察結果 
（Ti-6Al-4V 合金、中間層：Ti＋Ta） 

      図 2.3.6 スクラッチ試験法 

●スクラッチ痕の観察方法

・光学顕微鏡で観察し、撮影し
たスクラッチ痕から剥離発生
時の垂直荷重の大きさをもっ
て剥離強度Ⅰとした。

・走査型電子顕微鏡（SEM）で
スクラッチ痕全長にわたって
観察し、クラックの発生や剥
がれ方及び剥離強度Ⅱを調
査した。

摺動距離

垂
直
荷
重

ＳＥＭ観察で
確認した剥
がれた部分

０

剥離荷重Ⅰ

光顕観察で
確認した剥
がれた部分

剥離荷重Ⅱ

 

図 2.3.7 スクラッチ試験における 

剥離荷重の呼び方 

●スクラッチ痕の観察方法

・光学顕微鏡で観察し、撮影し
たスクラッチ痕から剥離発生
時の垂直荷重の大きさをもっ
て剥離強度Ⅰとした。

・走査型電子顕微鏡（SEM）で
スクラッチ痕全長にわたって
観察し、クラックの発生や剥
がれ方及び剥離強度Ⅱを調
査した。

摺動距離

垂
直
荷
重

ＳＥＭ観察で
確認した剥
がれた部分

０

剥離荷重Ⅰ

光顕観察で
確認した剥
がれた部分

剥離荷重Ⅱ
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（２）DLC膜の剥離強度と中間層の影響 

表 2.3.2は一つの試料に対して 12本のスクラッチ痕を形成し、それらを SEM観察して得た DLC膜が剥

離する限界荷重の平均値を示す。この表から明らかなように、基材：Ti-15Zr-4Ta-4Nb、中間層：Ti+Ta

 

図 2.3.11 スクラッチ痕に見られるクラック 

 

図 2.3.12 左図に示したクラックの拡大写真 

 

図 2.3.10 剥離部における元素マッピング 

 

図 2.3.13 クラック周辺の元素マッピング 

表 2.3.1 DLC 膜の剥離が進行する途上の 

場所における元素分析結果 
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＞Ti-6Al-4V、Ti+Ta＞Ti-15Zr-4Ta-4Nb、Tiのみ＞Ti-6Al-4V、Tiのみ、の順に高くなった。スクラッチ

試験における DLCの剥離には、圧子を基材に押し込んだ時の基材の変形が関与しているため、硬度の高

い基材を用いた場合の方が剥離荷重は高くなりやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－４－４ まとめ 

 チタン合金表面に DLCを被覆する場合、中間層としてチタン合金表面に Ti＋Ta 層を傾斜的に存在させ

Ta の減少に合わせて炭素（C）を傾斜的に増大させて DLC 層を形成することが好ましいことが判明した。

一方、DLC膜の剥離には基材の変形が関与しており、基材の強度が低いほど低荷重で剥離が生じやすいの

で、この点に注意することも必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.3.2 スクラッチ試験による剥離強度 
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第３章 製品化  

３－１ 前臨床試験評価 

３－１－１ 細胞培養試験 

どの材料上でも骨芽細胞は良好に接着・増殖している様子が観察された。材料間で比較すると形態学的

評価においては、圧延材および未処理 SLM 材では繊維芽細胞様に伸展した様子が観察されたが、処理を

行った SLM 材では Cuboidal な、より骨芽細胞の特性を示した細胞が観察された。生化学的な評価にお

いては、培養がすすむとともに、どの材料上でも良好な細胞の増殖および骨分化マーカーの上昇がみら

れた。統計学的には有意差がないものの、骨分化マーカーの上昇は SLM 材で特にみられ、生体活性処理

との相乗効果は明らかでなかった。培養系における評価では、表面形状による骨芽細胞の影響は、生体

活性処理を凌駕していると考えられる。なお実際の生体内では、生体活性処理は接着タンパクの吸着や

アパタイト形成を介して、骨芽細胞以外の細胞にも影響をおよぼして骨伝導能を向上させている可能性

が考えられる。 

 

＜細胞形態観察＞ 

100 倍 

    

500 倍 

    

１000 倍 

      

 圧延       圧延＋生体活性処理     SLM            SLM+生体活性処理 
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３―１－２ 動物試験評価 

積層造形技術の、金属材料を任意の三次元的形状で造形できるという特徴は、整形外科デバイスとし

て、従来なかった治療法へつながる可能性がある。例えば、骨欠損に適合するカスタムメイドチタン製

人工骨への応用や、セメントレス人工関節におけるインプラント表面構造のコントロール等への応用が

期待される。整形外科インプラントの表面処理としては、蒸着法や粉末焼結法が臨床で多く利用されて

いる。気孔径・気孔率や強度を期待通りの調整できる積層造形法は、上記のものよりすぐれた性能を示

すことが期待される。本研究では骨結合を目的とした最適な三次元構造について検討した。その結果、

選択的レーザー溶融技術（SLM）は今後の整形外科用チタン金属材料の表面生体活性化処理として非常に

有望であることが明らかになった。今後、SLMにおけるより短期間での力学評価を進め、生体活性処理の

付与の影響について明らかにするための動物実験を進めている。 

＜結果＞ 

4 週間の時点で、非常に高い固着力を示していた。（試験片間での有意差は認めていない。）従来の

平坦なインプラントでの値（20N以下）と比較し、非常に高い値となっている。これは、積層造形技術の

有用性を示している。また、12枚の試験片中、8枚は写真６で示すように、インプラント周囲ではなく、

引き剥がし試験の際に引っ張る部位（前方皮質が）が破損していた。このことは、4週間の時点では、固

着が強固すぎるために、この実験系の限界をしめしていると示唆されます。構造体間での差を評価する

ためには、より早期での評価が重要であると示唆される。 

    

 試験片採取直前   脛骨埋入されている状態   引き剥がし試験   引き剥がし試験後の標本 

  

 引きはがし試験結果 
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３－２ SLM法で造形した板材の引張強度 

３－２－１ はじめに 

一般に、SLM法により作製した造形物は、それを構成する柱や板状の壁の中心部が十分に溶融・凝固(以

下、完全溶融部)していても、それらの表層は十分に溶けていない粉末および熱拡散により接合した粉末

(以下、不完全溶融部)で覆われる。この現象は、図 3.2.1 に示すように投入されたエネルギーにより粉

末を選択的に溶かしてできた溶融プールから熱が周囲の粉末に伝わるので、避けえないことである。 

本研究おいては、SLM法により調製 

した各種の厚さを持つ板状引張試験片 

の強度に対する不完全溶融部の影響を 

実験的に明らかにした。  

３－２－２ 実験方法 

（１）試験片の調製 

1)造形方法  

実験用試験片の作製にはレーザー溶 

融装置（EOS社製 EOSINT M270）を用 

いた。試験片作製時のレーザー操作条 

件として、粉末層の厚み：30µm、コントアパワー：58.5W、オフセット：20 µm、ハッチビームパワー：

120Wを一定に保ち、ビーム間隔を 0.12mm、ビーム走査速度を 175mm/sに設定した。 

2)引張試験片  

多孔体の設計において、それを構成する支柱や板状の壁の厚さが，多孔体全体の圧縮強度に及ぼす影

響を把握しておくために、板状の壁が極薄の場合の圧縮強度を実験的に求めるのは困難であるので、図

3.2.2に示す板状の引張試験片を SLM法で作製し、その強度を評価した。また、中央部の厚さを 3.0mmに

造形した試験片を片面あたり 0.25mm削除し、不完全溶融部を削除したものも準備した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）引張試験 

板材の引張試験には島津製作所製 SERVO PULSER Model EHF-LV020K1-010 を用いた。引張試験は、試

験片のつかみ部を治具に固定し、引張速度 0.0168 mm/s で行った。引張試験における応力-ひずみ曲線

から 0.2%耐力を求めた。  

３－２－３ 実験結果 

（１）純チタンの力学的特性 

１）引張強度 

  

図 3.2.2 引張試験片の形状、寸法(単位:mm)． 

     
図 3.2.1 SLM による造形物に見られる完全溶融域と不完全 

溶融域の模式図 
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 板状試験片の引張試験結果を図 3.2.3に示す。引張強度(σB)および 0.2%耐力(σ0.2)は，板厚さが小さ

いほど低くなる。また、厚さ 3.0 mmに造形した板の両面を片面当たり 0.25 mm削除したものの引張強度

は 430.0MPaであり、これを完全溶融材の強度とみなすと板厚さ 1.0 mmおよび 0.5 mmの引張強度はそれ

ぞれ完全溶融材の約 70%、35%である。0.2%耐力も引張強度と同じ傾向を示し、さらに伸びは厚さ 1.0 mm

以上では 8～9%のほぼ一定値を示したが、1.0 mmより薄くなると極端に減少した。 

SLM 法で試験片を造形した後、Arガス雰囲気中で温度 1000～1300℃ｘ１h加熱し、引張試験を行った 

結果を図 3.2.4 に示した。加熱処理することにより、引張強度は造形したままの強度よりも 10％程度上

昇する。また、板厚さが小さくなれば強度が低下する傾向は加熱後においても認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）引張破断面 

 図 3.2.5は SLM法により造形した板厚さ 0.5および 1.0mm引張試験片の破断後の破面を SEM観察した 

結果を比較して示す。二つの試料にはともに中心部に完全溶融部が、その両側に不完全溶融部が観察さ 

れた。不完全溶融部の厚さは場所により変動が激しいので、正確に測定することは難しいが、図 3.2.5

のように境界線を仮に線を引くと、その値は元の板厚さ 0.5mm(実測値：0.516mm)の場合で 0.150mm およ

び 0.170mm、 また、板厚さ 1.0mm(実測値:1.041mm)の場合で 0.164mmおよび 0.144mmであった。このこ 

とから、全板厚さに占める完全溶融部の割合は、0.5mm の場合で 24.5％、1.0mm の場合で 55.9%となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.3 SLM により造形した板材の強度、 

伸びに及ぼす板厚さの影響 

 

図 3.2.4 板材の引張強度に及ぼす SLM 造 

形後の加熱温度の影響 

 

図 3.2.5 引張試験後の破面の SEM 写真 
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３－２－４ 考察 

本研究において SLM 法による試料作製に用いた原料粉末は JIS 純チタン 2 種であり、これの展伸材の

規格 12）による 0.2%耐力は≧215MPa である。したがって、板厚さ 1.0mm 以上の SLM 材の強度は JIS 規格

を満足し、それは歯科用鋳造純チタンの強度よりも高い。しかし、引張試験における伸び率は 8～9%を示

し、JIS規格値(≧23%)よりは小さい。また、図 3.2.5に示したように引張試験における完全溶融部の 0.2%

耐力は 366.7MPa であった。レーザー光により Ti 粉末を選択的溶融させた場合、レーザー光により形成

されたチタンの溶融プールの熱が周辺の粉末に伝導するので溶融部分は急冷され，結晶粒の粒成長が進

まず細かい結晶粒になる。したがって完全溶融部の強度は高く、焼鈍材ほどではないが適度の延性を保

持したものになる。しかし、図 3.2.5 示したように外壁には不完全溶融層が必ず存在し、それが強度低

下を引き起こすとともに延性(伸び)の低下を招き、板厚さが小さいほど強度および伸びに及ぼす不完全

溶融層の影響が大きい。 

SLM 法で作製した板状試験片全体の厚さを T，その試験片の 0.2%耐力を σ0.2 、 完全溶融部の耐力を

σ0.2 A 、試験片の両表面に同じ厚さ t の不完全溶融部が存在し、その部分の平均耐力を σ0.2 Bすると、

不完全溶融部の強度σ0.2Bは次式で推定される。 

 

   σ0.2B＝σ0.2A －      (σ0.2A — σ0.2 )                       (1) 

 

全体の厚さと不完全溶融部の厚さの比 T／(2t)は引張試験の前後で変わらないと仮定すると、図 3.2.5

に示した結果から板厚さ 0.5mm および 1.0mm に対して T／(2t)の値はそれぞれ 1.32 および 2.27 になる。

これらの値を式(1)に代入し、さらに実験的に求めた σ0.2A＝366.7MPa、板厚さ 0.5mm および 1.0mm にお

けるそれぞれの耐力σ0.2 を代入すると、板厚さ 0.5mm および 1.0mmに対するσ0.2B の値として、それぞ

れ 53.1MPaおよび 134.0 MPa が得られた。これらの値は、完全溶融部の耐力 366.7MPaよりもはるかに小

さい。SLM法で多孔体を作製した場合、多孔体を構成する支柱や板状の壁の厚さが大きい場合には不完全

溶融部の強度への影響は少ない。しかし、精細な骨構造を模擬する場合に支柱や板状の壁の厚さが 0.5mm

程度に薄くなると、不完全溶融部の影響が顕著に現れて強度が低下することに注意しなければならない。 

 

３－３ SLM 法で作成した板材の疲労強度 

３－３－１ はじめに 

 静的な引張試験ではわずかな空隙は強度に大きな影響を与えないが、疲労強度を著しく低下させるこ

とがある。また、SLM造形材は中心部に完全溶融層があり、表面層近傍では不完全溶融層が存在する。本

項では昨年に引きつづき実施した疲労試験結果を述べる。 

３－３－２  実験方法 

(1)供試材料 

実験に用いた材料は JIS2種純チタン粉末から SLM法により 

板状に造形したもので、比較材として市販の JIS2種純チタン圧 

延板を用いた。それらの化学成分を表 3.3.1に示す。また、試験 

片の形状を図 3.3.1 に示す。圧延材の場合は購入した厚さ 2ｍｍ 

の板からこの図の形状に機械加工し、SLM材は同じ形状に造形 
 

図 3.3.1 疲労試験の形状 

T 

2 t 
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したままのものを用いた。 

(2) 試験装置 

 疲労試験には最大荷重 20ｋＮの島津サ 

ーボパルサ(EHF-LV020K1-010 形)である。 

(3) 試験条件 

 島津製作所製サーボパルサに負荷量 W を設定し、試験片の水平位置から上下に曲げ変形を与える両振

り法を用いた。負荷速度は 2Hzで、最大繰り返し数 106回で破損した時の曲げ応力を疲労強度とした。 

３－３－３ 実験結果および考察  

 図 3.3.2に曲げ疲労試験結果を示す。 

JIS2種純チタン圧延板の 106回疲労強度 

は約 400MPaであり、SLM材の疲労強度 

は 106回までの時間強度は圧延材のそれ 

よりも高いが、106回ではほぼ同じ 400M 

Pa である。SLM造形後に 1300℃の加熱 

処理を施した材料も、造形したままの材 

料とほぼ同じ強度になった。 

図 3.3.3に疲労試験時の破断面を観察 

した結果を示す。圧延材では中央部に 

稜線 Aが観察されたが、SLM 造形まま 

材ではそのようなものは見られず、引き 

剥がされたような凹み Bが観察された。 

その部分を拡大すると不完全溶融部 C が存在し、そこには溶けていない粉末粒子や空孔が多数存在して

いる（図 3.3.4）。また C 領域付近から矢印 D および E の方向に破面が拡がり、反対側の表面に達してい

る。このことから、不完全溶融部 Cを起点にして疲労破壊が生じたものと考えられる。さらに、図 3.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料名   H    O    N    Fe   C   Ti 

市販材 0.0017 0.093 0.002 0.055 0.003  残 

SLM材   0.0060  0.160 0.031 0.040 0.008  残 

 

図 3.3.2 純チタン SLM 材の疲労試験結果 

 

図 3.3.3 SLM 造形まま材および 

圧延材の疲労破面の SEM 画像 

 

図 3.3.4 SLM 造形まま材の破断の起点 

表 3.3.1 供試材の化学成分  （wt％） 
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に示したように SLM 造形まま材は伸びが 10％程度であり、圧延材に比べて小さい。したがって、上記の

圧延材と SLM溶融材の破面の差は、圧延材に比べて SLM材が持つ脆さに起因すると考えられる。 

３－３－４ 残された課題 

本実験から SLM 造形材、それを 1300℃で加熱処理した材料は、圧延材とほぼ同じ疲労強度を示した。

臨床使用する構造物は異なった厚さの部材で構成されるので、今後はデバイスとして設計された実物を

用いて、疲労強度を確認しておくこと必要である。 

 

３－４ 数値計算による造形物の強度評価 

３－４－１ はじめに 

 デバイスの設計において、信頼性の高い数値解析を行えば、実験的な評価では得られない構造内部の

応力情報を得ることができる。したがって、選択的レーザー溶融法で造形したデバイスの臨床使用時の

状態を想定して強度、変形解析を行い、デバイス設計における最適化を短期間で行うことが可能である。 

 デバイスの最適設計を行い、安心できるデバイスを提供することを目的として、昨年度導入した数値

解析ソフトを用いて、脛骨手術に使用されるデバイスの応力解析を行った。 

３－４－２ 解析ソフト 

 導入した解析ソフトは㈱計算力学センターが開発した Mechanical Finder Ver.6.1 で、骨に埋め込ん

だ人工関節や椎体の強度解析に広く用いられ、これを用いて臨床試験等で用いるデバイスの構造・強度

設計の検討を行った。 

３－４－３ 数値解析の対象としたデバイスと解析上の負荷条件 

 数値解析に当たっては、図 3.4.1 に示すように円柱状の多孔体と 4 本の柱を持つ枠を一体的に造形し

たデバイスを解析対象とした。多孔体は厚さ 0.8mm壁で構成されており、4本の柱の内 2本は直径 2.0mm、

他の 2 本は直径 3.0mm にしてある。また、上下方向の両端面はデバイス前後の椎体面にできるだけ当接

するようにうねりを持つ傾斜面になっている。数値解析においては下面を固定し上面全体に垂直方向に

大きさ 3、5、7ｋNの荷重を作用させた（図 3.4.2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４－４ 計算結果 

 図 3.4.3にデバイスの上面に 3ｋNの荷重を与えた場合に発生する相当応力分布を示す。数値のカラー

バーは最大 40Mpaで、デバイスのいずれの面においても多孔部に 40MPa以上の応力が生じている。図 3.4.4

は 3kNの荷重を負荷した場合のデバイス断面内の相当応力を示したもので、カラーバーの最大値を 20MPa

とした場合である。図 3.4.4 から最大応力が 20MPa以上の部分が断面内の中央から上部にかつ左 

   

図 3.4.1 SLM 造形－生体活性処理された椎体Ⅱの例、 

左：多孔円柱、中央：枠、右：多孔円柱と枠を一体 

にした頸椎骨デバイスの外観  

図 3.4.2 解析の境界条件 
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側に集中していることから曲げ変形が生じていることが 

推定される。 

 図 3.4.5は荷重を 3、5、7kNの変化させた場合の相当 

応力分布で、荷重の増加に伴いカラーバーの最大応力 40 

MPa の領域が増大していることがわかる。次に荷重を 3 

ｋN、5ｋNおよび 7ｋNに変えた場合に発生する最大応 

力をより正確に知るために、カラーバーの最大値を変え 

て表示することを試みた。その一例として 7kNの場合を 

図 3.4.5に示す。中央の細い支柱と下板の接合部に高い応 

力が生じていることで、細い支柱側に曲げが生じている 

ことがわかる。また、最大相当応力は 7kNで 400MPa程 

度が生じていると推定される。3.2節において SLMによ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.4.5 3kN、5kN および 7kN の負荷を与えた場合の相当応力分布   

 

図 3.4.4 3kN の負荷を与えた場合のデバ 

イス断面内の相当応力分布（カラーバー 

の最大値が 20MPa の場合） 

 

図 3.4.3 上面に荷重 3ｋN を負荷した場合の応力分布 
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り造形した JIS2種チタン金属の強度（0.2%耐力）は、厚さ 

2.0ｍｍで 320MPa、1.0mmで 260MPa、0.8mmで 220MPaになる 

なることを考慮すると、5kN の負荷が作用した場合には多 

孔部の一部が降伏状態に達し、7kNではその領域がさらに 

広がり、支柱も部分的に降伏する可能性が有る。したがっ 

て、強度的には 3kNの荷重が作用する範囲で使用するの 

が好ましいといえる。 

３－４－５ 残された課題 

 解析ソフトの導入により、造形用の STLデータを用いて 

造形物に生じる変形や応力を数値計算で求めることが可能 

になった。今後、疲労寿命実験結果と数値計算結果を対照 

させることが必要である。 

 

３－５ 医療機器承認、高度医療承認 

医療機器承認については、独自の調査及び平成 24年度に並行して開催された経済産業省主催の合同伴

走コンサルなどを通して、ＳＬＭ法で造形されたテーラーメードデバイスの薬事申請には、二つのハー

ドルが存在することが明確になった。 

一つは、ＳＬＭ法で造形されたクラス３の医療機器デバイス自体の新規性が高く、汎用品であっても

薬事承認された先例がないという点である。もう一つは口腔外科分野、整形外科分野いずれにおいても、

クラス３の医療機器としてのテーラーメードデバイスの規格が存在せず、薬事申請を行うには、その規

格の策定から必要になるということである。 

そのためまず、ＳＬＭ法により造形した非テーラーメードの汎用品を開発し、ＳＬＭデバイスの薬事

承認（クラス３）を目指すことが現実的であることが明らかとなった。その際の製品化ターゲットは整

形外科分野における脊椎ケージとし、出口企業である京セラメディカルのアドバイスを受けながら平成

25 年度にはＰＭＤＡへの事前相談や承認申請に必要な非臨床試験を行って、薬事申請の準備を進める。 

テーラーメードデバイスについては、口腔外科、整形外科での臨床試験を行いながらその規格作りを

開始し、ＳＬＭ汎用品のクラス３での薬事承認後にテーラーメードデバイスとしての薬事申請を目指す。 

 

  

 

図 3.4.6 荷重 7kN を負荷した場合の 

相当応力分布（カラーバーの最大値： 

400MPa） 
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第４章 臨床試験 

４－１ 歯科口腔外科臨床試験 

４－１－１Guided bone regeneration (GBR)法 

前年度に引き続き、インプラント治療を前提とした小規模顎骨造成を続けるとともに、実施症例に対

しては、画像などで経過観察を行っている。現在 12例の骨造成を終え、特に大きな有害事象なく経過し

ている。インプラント埋入も全例終えたが、後半の症例では最終補綴からまださほど期間が経ってない

ことも有り、今後も慎重な経過観察が必要と思われる。現在、約 3ヶ月ごとのリコールを行っているが、

特に問題は生じていない。現在までに植立したインプラント体は、最終補綴まで終えたが、脱落症例は

なく、うまく機能している。本年度はＣＴなどを用いて造骨部の変化、骨質などを評価していく予定で

ある。また、咀嚼力判定ガムや、咬合圧計を用い、どの程度の咬合機能が回復されているか、調べる予

定である。 

   

  メッシュの設計 テーラーメード型メッシュ  研磨後のデバイス 

 

４－１－２ 顎骨再建 

 悪性腫瘍や炎症等により顎骨離断を余儀なくされる症例は少なくない。顎骨離断患者はほとんどの場

合再建を行うが、摂食、嚥下、発音機能低下から Quality of Life (QOL)の維持が難しい。これまでの顎

骨再建は、既製チタンプレートや、腓骨、腸骨などの自家骨によるものがほとんどであった。 

我々は術前 CT-DICOM データを参考に CAD/RP 技術を応用し、患者それぞれに適合した再建用チタ

ンメッシュトレイを開発した。メッシュトレイ作成後、本大学臨床研究倫理審査委員会に臨床研究計画

を提出し承認を得、臨床研究を開始した。対象は現在腫瘍、炎症の再発、感染兆候を認めない症例を対

象として 2 期的再建から開始した。CAD にてメッシュデバイスの設計を行った後は、その設計データを

STL ファイルに変換、Selective laser melting (SLM) 法にてテーラーメードチタンメッシュデバイスを

作製した。その後、石膏実態模型を用いてモデルサージェリーを行った後、顎骨再建手術を施行した。 

下顎有歯部全体を含む大きな離断症例を供覧する。当初、既製チタンプレートで再建されていたため

当然、軟食しか摂取できず、咬合は不可能であった。既製プレートを除去しテーラーメードデバイスを

試適させると問題なく適合した。デバイス内部は腸骨より骨を採取し充填した。待機期間の後、インプ

ラント埋入を行い、上部構造を装着、咬合再建を行った。インプラントのプラットフォームからメッシ

ュデバイスまでは 3mm の安全域を確保し、周囲炎がコントロールできない場合にはすぐに抜去出来るよ

うに設計し、デバイスに感染が及ぶことを避けた。現在、インプラント植立手術も終え、普通食摂取可

能で経過良好であり顔貌の回復も得られており患者満足度も高かった。術前 CT データを利用したテーラ

ーメード型新規メッシュデバイスは咬合回復に加え、顔貌の回復といった QOL の改善に寄与できている

と考えられた。今後も、注意深く経過観察を行っていく予定である。 
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＜手術＞ 

    

 チタンメッシュトレイの装着  軟組織陥入防止のコラテープ○R の貼付  手術終了時の状態   

 

４－２ 整形外科臨床試験 

４－２－１頚椎再建 

頚椎変性疾患の治療として施行される、頸椎前方除圧固定術には、施設ごとに細かい方法の違いがあ

るが、一般に次の様な問題点がある。 

1) 適切な骨切除を行うには高い技術が必要であること。 

2) 脊椎固定においては、骨盤骨や下腿骨などからの骨採取が必要となり、健常部分にメスを入れるこ

とにより、疼痛、出血、感染、骨折、神経障害など様々な合併症を生じること。 

3) 骨切除部位に適した形状の移植骨を整形し移植する操作が煩雑であること。 

4) 移植骨の質・形状・強度などが母床に適さないことも多く、その場合は移植骨と母床骨との骨癒合

不全や移植骨の脱転や沈み込みなどの可能性があること。 

 我々の開発したカスタムメイド人工骨は内部に多孔体構造を有し、表面に化学処理を施すことで生体

活性能を有することから、自家骨採取を回避することが出来るとともに、骨伝導性と骨誘導性を併せ持

つことで、早期の骨癒合が期待出来る。また、内部微細構造の制御により最適な力学的強度を獲得する

ことができ、外形状を患者個々あるいは術式に応じて造形することで、高い適合性と安定性を確保する

ことができる。そのため、本技術を応用して、頸椎前方除圧固定術の骨切除部位に適合するカスタムメ

イドデバイスを製造することにより、上記の様々な問題点を解決することが可能となる。 

 このようなコンセプトの臨床試験を立案し、平成24年12月に学内倫理委員会により臨床試験プロトコ

ルの承認を得た。平成25年1月31日に第一例の手術治療を行った。手術はとくに問題なく終了し、現在身

長に経過を観察している。経過に問題ないことを確認後平成25年度も順次臨床試験を継続していく予定

である。 

 

     

 術前計画      デバイスと術中写真        術後レントゲン 
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第５章 プロジェクトの管理運営 

 再委託先である京都大学、京都医療センター、中部大学、愛媛大学、およびアドバイザーである京セ

ラメディカル、和田精密歯研との打ち合わせ会議を毎月開催し、各機関の研究、および事業化に向けた

活動の進捗状況を確認した。臨床試験の日時が確定すると、各委託先と連絡を取り合い、デバイス設計

や造形、表面処理等の日程を調整してスケジュールを作成した。年間を通して、立案したスケジュール

に則り、佐川印刷および各再委託先における造形、加工作業は問題なく進行し、各機関間の半製品の輸

送もスムーズに行うことができ、各回とも納期に間に合うよう施術する医師に要求通りのデバイスを提

供することができた。 

 臨床試験や実験等の結果については定例の会議にて発表の場を設け、議事録に資料を添付してプロジ

ェクト全体の情報の共有化を図った。 

 本研究の製品化にあたっては、経済産業省による合同伴走コンサルの結果を再委託先に伝達し、アド

バイザーである京セラメディカル、和田精密歯研を交えて有効な方策について検討を重ねた。佐川印刷

および再委託先における支出に関しては、必要な手順を踏まえるよう、佐川印刷経理課が司令塔として

適切なアドバイスを行った。 

 

第６章 全体総括 

平成 24 年度までに、テーラーメードデバイスの臨床試験（ＧＢＲ、顎骨再建、脊椎再建）を通して、

デバイス製造及び製品化における問題点の抽出とその解決を行ってきた。その結果、デバイス製造技術

については、デバイスデザインから造形、生体活性化処理に至るまでのプロセスはほぼ最適化され、臨

床使用に十分耐えうるものであることが確認されている。 

一方で製品化については、独自の調査及び平成 24年度に並行して開催された経済産業省主催の合同伴

走コンサルなどを通して、ＳＬＭ法で造形されたテーラーメードデバイスの薬事申請には、二つのハー

ドルが存在することが明確になった。一つは、SLM法で造形されたクラス３の医療機器デバイス自体の新

規性が高く、汎用品であっても薬事承認された先例がないという点である。もう一つは口腔外科分野、

整形外科分野いずれにおいても、クラス３の医療機器としてのテーラーメードデバイスの規格が存在せ

ず、薬事申請を行うには、その規格の策定から必要になるということである。これらの点をふまえ、平

成 25年度の本プロジェクトではまずＳＬＭ法により造形した非テーラーメードの汎用品を開発し、ＳＬ

Ｍデバイスの薬事承認（クラス３）を目指すこととする。 

製品化ターゲットは整形外科分野における脊椎ケージとし、出口企業である京セラメディカルのアド

バイスを受けながらＰＭＤＡへの事前相談や承認申請に必要な非臨床試験を行って、薬事申請の準備を

進める。テーラーメードデバイスについては、口腔外科、整形外科での臨床試験を行いながら、その規

格作りを開始し、SLM汎用品のクラス３での薬事承認後にテーラーメードデバイスとしての薬事申請を目

指す予定である。 

 

 


