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       新潟での”病院発－医工連携着”   

  の医療機器開発・研究事例 
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医工連携による医療機器開発促進に向けて 



新潟での医療機器開発・研究事例 

•股関節免荷デバイス 

•非架橋型創外固定装置 

•ペット用骨盤骨折固定装置 

•術中脊椎不安定性計測システム 

•骨盤多発骨折固定の最適化 

•ショートステム型人工股関節 



股関節免荷デバイス 

・山子 剛 （宮崎大）     
・長谷川孝則（(株)ミズホ） 

・徳永邦彦（亀田第１病院） 

・伊藤雅之（新潟大医） 

・大森 豪 (新潟医療福祉大) 

・遠藤直人（新潟大医 ） 

・原 利昭 （新潟工大） 

研究開発関係者 



股関節免荷デバイス 

特発性大腿骨頭壊死症 



免荷期間3~4年 

保存的療法 

・松葉杖 
・免荷装具 

患者の持続的な努力 
QOLの低下 



非架橋型創外固定装置 

・山子 剛 （宮崎大） ・遠藤良道(日産車体) ・(株)ア
ラタ 
・石井義則（石井クリニック） ・原 利昭 （新潟工大） 

研究開発関係者 



前腕：橈骨遠位端骨折 
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橈骨遠位端骨折 



橈骨遠位端骨折(全骨折の約６分の１) 

橈骨遠位端骨折 非架橋型 
創外固定装置 

60歳女性: Type C-2 

A-P Profile 



ペット用骨盤骨折固定装置 

・渡邉 優（三井造船）  ・行平憲広(JR東日本)     ・長谷川孝則(ミズホ
(株)) 

・原 利昭（新潟工大）  ・長部善憲（シートン動物病院） 

研究開発関係者 



獣医さんが望む創外固定装置 

• 出来るだけ小さく、軽く、値段が安い 
• ２関節を軸に前後に約90度可動 

–前後方向：仔猫(30-35度)、成猫(35-40度) 
–両側方向：仔猫(25-30度)、成猫(35-40度) 

• 滑らかな形で物に引っ掛からない 
• 脱落等が無いシステム 
• 固定性が良く、安定な状態を保証 

–二次的骨折＆骨き裂進展を防ぐ 
–より良い固定性 



犬死体 
 プードル（体重5.26kg） 
 マルチーズ（体重1.19kg） 

測定対象 
左右後肢屈曲・伸展 

測定･解析方法 
 6自由度ゴニオメーター 
 静止＆動画像 

固定装置の可動域の測定実験 



左股関節屈曲角の比較 
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術中脊椎不安定性計測システム 

・北原 恒（昭和医科(株)）     
・長谷川和宏（新潟脊椎外科センター） 

・蜂須賀正輝（亀田第１病院） 

・高野 光（水戸済生会総合病院） 

・下田晴華(新潟脊椎外科センター) 

・原  利昭 （新潟工大） 



A cyclic displacement  
2.0 mm/s, 15.0 mm flex/ext 

(Hasegawa K, et al. J Neurosurg Spine 2008) 

Japanese patent 2011 
JP 4756113腰椎可動性測定システム  
JP 4756114腰椎可動性測定用把持器 
JP 4756115椎間板可動性測定手段 

ロードセル 

変位計 

アクチュエータ 
ピボット 

術中脊椎不安定性計測システム 
since 1994～ 



屈曲-伸展時の特性曲線と評価指標 
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多発骨盤骨折内固定の最適化 

スクリュー 

プレート 
(ロッキング機構付) 

スクリュー 

野口愛子(新潟工科大学) 

勝山恵子  々 

笹川圭祐  々 

尾田雅文(新潟大学) 

塩田直史(岡山医療セン
ター) 

原 利昭(新潟工科大学) 



多発骨折 

複数箇所で骨が離断 （複雑骨折） 

 プレート等による内固定術 

  骨折部の整復，負荷状態の改善 

 

 

 

 

最適な固定方法について明確な基準が未確定 

 

最適な固定法を求めて

骨盤の多発骨折 レントゲン画像 （女性76歳） 

骨癒合の遷延や癒合しない症例あり 
（1年半後でも離断した状態） 

 骨折部の接合が不適切な場合 

「偽関節｣ ｢プレート破損」 

プレート固定時の力学的検討が必要 

スクリュー 

骨折線 

プレート 

プレート固定術後 

骨折線 

手術前 

受傷 1.5Y 



多発骨折部の最適固定法 

固定板＆スクリューの高機能化 

局所的低弾性化 

カスタムメード化 

解析・研究の目的



ショートステム型人工股関節 
(固定性と最適形状の検討) 

• 櫻井航太  新潟工科大学 

• 安澤拓真         々  

• 笹川圭右    々 

• 勝山恵子    々 

• 寺島正二郎   々 

• 原 利昭    々 

• 尾田雅文   新潟大学  

• 中田活也 地域医療機能推進     
         機構大阪病院 

TAPERLOC 

Standard Stem 

TAPERLOC 

Microplasty Stem 



35mm 

スタンダートステム 
  臨床例を考慮 
ショートステム 

臨床例に基づきスタ
ンダートステムの遠
位部を35ｍｍ短縮 

解析対象：楔状テーパ型ステム 



Standard type 

Short type 

(MPa) 

ステムに生じたMises応力分布 



謝辞：(順不同) 
石見 洋介(佐渡精密(株)) 
石井 裕子(サンアロー化成(株)) 
鶴間  明(サンアロー化成(株)) 
根岸 政明（東伸洋行㈱） 
長谷川孝則(ミズホ㈱) 
長谷川 正(ミズホ㈱) 
高津  昇(ミズホ㈱) 
川崎 隆吉(源川医科器械㈱) 
(株)アラタ 
(株)アイメドテック 
B. Braun Aesculap Japan 
森   満(森鐵工㈱) 
大森 健一(アドバイザー) 
小笠原佳明(Johnson & Johnson K.K. ) 

野口 愛子(新潟工科大) 
櫻井 航太(新潟工科大) 
高橋 正子(新潟工科大) 
勝山 恵子(新潟工科大) 
笹川 圭祐(新潟工科大) 
北原  恒(昭和医科工業(株)) 

経済産業省 
文部科学省 
独立行政法人科学技術振興機構 
新潟産業創造機構 
新潟県工業技術総合研究所 
新潟市IPCセンター 

遠藤 直人(新潟大学医歯学総合研究科) 
尾田 雅文(新潟大学産学連携推進機構) 
新田  勇(新潟大学工学部) 
植木 一範(明倫短期大学) 
渡辺 孝一(前新潟大学医歯学総合研究科) 
桝田 正美（前豊橋技術科学大学） 
寺島 和浩(新潟医療福祉大学) 
石井 義則(石井クリニック) 
塩田 直史(岡山医療センター) 
中田 活也(地域医療機能推進機構大阪病院) 
大森  豪(新潟医療福祉大学) 
武内 征司(新潟薬科大学) 
嶽岡 悦雄(新潟大学産学連携推進企画室) 
三宅  仁(長岡技術科学大学) 
長谷川和宏(新潟脊椎外科センター) 
山子  剛(宮崎大学) 
堂前洋一郎(新発田病院) 
蛭川 浩史(立川綜合病院) 
野中  敏(新潟県工業技術総合研究所) 
中部  昇(新潟県工業技術総合研究所) 
長谷川雅人(新潟県工業技術総合研究所) 
相田 翔平(新潟県工業技術総合研究所) 
末武  勉(佐渡精密(株)) 
末武 和典(佐渡精密(株)) 


