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(57)【要約】
【課題】 人工関節の役目を果たすと共に外観上気付か
れることなく人工関節と一体に構成され、当該人工関節
を使うための動力をも供給する動力付人工関節を提供す
る。
【解決手段】 体内に収納されて人工関節を動かすアク
チュエーター部３０と、当該アクチュエーター部３０に
電流を供給する電源部４０と、本人工関節に係る筋肉に
配設され、当該人工関節に係る筋肉からの筋電信号を検
出するセンサー部５０と、当該センサー部５０からの信
号に基づいて前記アクチュエーターの制御を行う制御部
６０とを備えるので、使用者の意思をセンサー部５０を
介して制御部６０が判断し、かかる判断に基づきアクチ
ュエーター部３０を電源部４０からの電流供給で制御す
ることができ、本来の人工関節の役目を果たすと共に、
外観上目立つことなくアクチュエーター部３０からの補
助を受けながら人工関節を用いることができる。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一の骨の端部に位置する頭部と当該一の骨に対向する他の骨の端部に位置し、前記頭部を
抱持する抱持部とからなり、頭部が所定方向に動くことができる人工関節において、
前記人工関節を動かすアクチュエーター部と、当該アクチュエーター部に電流を供給す
る電源部と、前記人工関節に係る筋肉に配設され、当該人工関節に係る筋肉からの筋電信
号を検出するセンサー部と、当該センサー部からの信号に基づいて前記アクチュエーター
の制御を行う制御部とを備え、少なくともアクチュエーター部が人体内部に配設されるこ
とを
特徴とする動力付人工関節。
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【請求項２】
前記請求項１に記載の動力補助付人工関節において、
前記アクチュエーター部が前記頭部に電磁石を複数配設し、前記抱持部に永久磁石を複
数配設して構成され、
または、
前記アクチュエーター部が前記頭部に永久磁石を複数配設し、前記抱持部に電磁石を複
数配設して構成されることを
特徴とする動力付人工関節。
【請求項３】
前記請求項１に記載の動力補助付人工関節において、
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前記アクチュエーター部が前記頭部にコイルを配設し、前記抱持部に永久磁石を複数配
設して構成され、
または、
前記アクチュエーター部が前記頭部に永久磁石を複数配設し、前記抱持部にコイルを配
設して構成されることを
特徴とする動力付人工関節。
【請求項４】
前記請求項１に記載の動力補助付人工関節において、
前記アクチュエーター部が前記頭部に圧電素子を複数配設し、前記抱持部に金属プレー
トを配設して構成され、
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または、
前記アクチュエーター部が前記頭部に金属プレートを配設し、前記抱持部に圧電素子を
複数配設して構成されることを
特徴とする動力付人工関節。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、人工関節に関し、特に、人工関節を使い、又は、使うことを補助する動力付
人工関節に関する。
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【背景技術】
【０００２】
背景技術となる人工関節は、特開平６−２８５０９８号公報に開示されるものがある。
この人工関節は、先端に骨頭を備えたステムと臼蓋とから構成される全置換型人工関節に
おいて、臼蓋のチタン合金製アウターカップの表面に、傾斜機能セラミックスを被覆した
構成である。
【０００３】
背景技術となる関節動作補助器具は、特開２００１−２７６１００号公報に開示される
ものがある。この関節動作補助器具は、用者の関節部に曲げ動作の補助筋力を付与する人
工筋力発生手段と、この人工筋力発生手段の駆動を制御する制御手段とを有するものであ
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って、前記制御手段に、前記人工筋力発生手段の補助筋力の発生を停止して前記関節部の
拘束を開放する人工筋力開放手段を備えた構成である。
【特許文献１】特開平６−２８５０９８号公報
【特許文献２】特開２００１−２７６１００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
前記人工関節は以上のように構成され、人工関節を埋め込まれた患者は自己の筋力によ
り人工関節を使って腕等を動かすことができるものの、患者の筋力が足りず自己の力で人
工関節を使うことができないという課題を有する。したがって、この場合には、関節動作
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補助器具を別途使用する必要がある。
【０００５】
また、前記関節動作補助器具は以上のように構成され、関節又は人工関節を使うことを
補助することができるものの、人体外部に備えられてあり、目だって外観上好ましくない
という課題を有する。
【０００６】
本発明は前記課題を解決するためになされ、人工関節の役目を果たすと共に外観上気付
かれることなく人工関節と一体に構成され、当該人工関節を使うための動力をも供給する
動力付人工関節を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
本発明に係る動力付人工関節は、一の骨の端部に位置する頭部と当該一の骨に対向する
他の骨の端部に位置し、前記頭部を抱持する抱持部とからなり、頭部が所定方向に動くこ
とができるものであって、前記人工関節を動かすアクチュエーター部と、当該アクチュエ
ーター部に電流を供給する電源部と、前記人工関節に係る筋肉に配設され、当該人工関節
に係る筋肉からの筋電信号を検出するセンサー部と、当該センサー部からの信号に基づい
て前記アクチュエーターの制御を行う制御部とを備え、少なくともアクチュエーター部が
人体内部に配設されるものである。このように本発明においては、体内に収納されて人工
関節を動かすアクチュエーター部と、当該アクチュエーター部に電流を供給する電源部と
、本人工関節に係る筋肉に配設され、当該人工関節に係る筋肉からの筋電信号を検出する
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センサー部と、当該センサー部からの信号に基づいて前記アクチュエーターの制御を行う
制御部とを備えるので、使用者の意思をセンサー部を介して制御部が判断し、かかる判断
に基づきアクチュエータ部を電源部からの電流供給で制御することができ、本来の人工関
節の役目を果たすと共に、外観上目立つことなくアクチュエーターからの補助を受けなが
ら人工関節を用いることができる。ここで、人工関節に係る筋肉とは、関節を動かす場合
に用いる筋肉のことである。具体的には、肘関節では上腕二頭筋及び上腕三頭筋が該当し
、膝関節では大腿四頭筋及びハムストリングスが該当し、肩関節では上腕二頭筋、上腕三
頭筋、三角筋、大胸筋，棘下筋，僧帽筋，大円筋及び小円筋が該当し、股関節では腸腰筋
、大腿直筋、縫工筋、ハムストリングス、薄筋、大臀筋、中臀筋、小臀筋、大腿筋膜張筋
、内転筋、恥骨筋及び外旋筋群が該当する。しかしながら、全ての筋肉にセンサーを配設

40

しない場合もある。それは筋肉が既にない場合、動作を限定している場合であってかかる
筋肉を使用しない場合には、センサーを配設しないか、配設しても制御部が制御に関して
かかるセンサーからの信号を使用しない。
【０００８】
また、本発明に係る動力付人工関節は必要に応じて、前記アクチュエーター部が前記頭
部に電磁石を複数配設し、前記抱持部に永久磁石を複数配設して構成されもの、または、
前記アクチュエーター部が前記頭部に永久磁石を複数配設し、前記抱持部に電磁石を複数
配設して構成されるものである。このように本発明においては、前記アクチュエーター部
が前記頭部に電磁石を複数配設し、前記抱持部に永久磁石を複数配設して構成されるので
、モーター等を使用することなく、騒音もなく、潤滑油等の不純物の流出がなく、放熱も
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少なく、スペースもそれほど必要なく小型に形成することができる。頭部又は抱持部に配
設される電磁石又は永久磁石は、それぞれ頭部又は抱持部の表面に配設される方が磁力の
力を効率的に利用することができる。
【０００９】
また、本発明に係る動力付人工関節は必要に応じて、前記アクチュエーター部が前記頭
部にコイルを配設し、前記抱持部に永久磁石を複数配設して構成されもの、または、前記
アクチュエーター部が前記頭部に永久磁石を複数配設し、前記抱持部にコイルを配設して
構成されるものである。このように本発明においては、前記アクチュエーター部が前記頭
部にコイルを配設し、前記抱持部に永久磁石を複数配設する構成であるので、モーター等
を使用することなく、騒音もなく、潤滑油等の不純物の流出がなく、放熱も少なく、スペ
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ースもそれほど必要なく小型に形成することができる。頭部又は抱持部に配設されるコイ
ル又は永久磁石は、それぞれ頭部又は抱持部の表面に配設される方が磁力の力を効率的に
利用することができる。
【００１０】
また、本発明に係る動力付人工関節は必要に応じて、前記アクチュエーター部が前記頭
部に圧電素子を複数配設し、前記抱持部に金属プレートを配設して構成されるもの、また
は、前記アクチュエーター部が前記頭部に金属プレートを配設し、前記抱持部に圧電素子
を複数配設して構成されるものである。このように本発明においては、前記アクチュエー
ター部が前記頭部に圧電素子を複数配設し、前記抱持部に永久磁石を複数配設する構成で
あるので、モーター等を使用することなく、潤滑油等の不純物の流出がなく、放熱も少な
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く、スペースもそれほど必要なく小型に形成することができる。頭部又は抱持部に配設さ
れる圧電素子は、頭部又は抱持部の表面に配設される方が振動を効率的に利用することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
（本発明の第１の実施形態）
本発明の第１の実施形態に係る動力付人工関節について、図１に基づき説明する。図１
は本実施形態に係る人工関節を腕に取り付けた後の断面図である。
本実施形態に係る動力付人工関節は、一の骨の端部に位置する頭部１０とこの一の骨に
対向する他の骨の端部に位置し、前記頭部を抱持する抱持部２０とからなり、頭部１０が
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所定方向に動くことができるものであって、前記人工関節を動かすアクチュエーター部３
０と、このアクチュエーター部３０に電流を供給する電源部４０と、本人工関節に係る一
対の筋肉に配設され、この一対の筋肉からの筋電信号を検出するセンサー部５０と、この
センサー部５０からの信号に基づいて前記アクチュエーター部３０の制御を行う制御部６
０とを備え、前記アクチュエーター部３０が前記頭部１０に電磁石３１を複数配設し、前
記抱持部に永久磁石３２を複数配設して構成されるものである。
【００１２】
前記頭部１０は、先端が球形状となっており、後端は尖形状となっている。先端が球形
状となっているのは、前記抱持部２０に嵌め合わされた場合に関節として機能すべく所定
範囲で回動自在となるためである。一方、後端が尖形状となっているのは、上腕骨の海綿
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骨、骨髄空に穴を形成し、頭部を挿入し固定するためである。すなわち、骨髄にしっかり
と固定するためである。また、頭部１０は金属又はセラミック等から成形されている。
【００１３】
前記抱持部２０は、頭部１０を抱持し嵌め合わせた場合に回動可能とするため頭部１０
との接触面部分が椀形状となっており、２層のカップから構成され（構成されない場合も
ある）、外側のカップをアウターカップと内側のカップをインナーカップとからなる。ア
ウターカップ及びインナーカップは、通常合金等の金属、又は、セラミック等から成形さ
れている。
【００１４】
前記アクチュエーター部３０は、複数の電磁石３１を頭部１０の抱持部２０との対向表
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面に複数配設し、抱持部２０の頭部１０との対向表面に永久磁石３２を複数配設した構成
である。この構成により、前記電源部４０の供給を電磁石３１が受けることにより、磁力
を発生し、抱持部２０の永久磁石３２と反発したり吸引したりして、頭部１０が相対移動
しアクチュエーターとしての機能を発揮する。
【００１５】
前記センサー部５０は、使用者の筋肉の動きを検知するためのものであり、検出対象と
なる筋肉に近接して配置される検出針を有し、筋肉の動作に伴って生じる筋電を検出針で
検出した場合には増幅して制御部６０に出力するものである。筋電信号は筋肉から発生し
、これは筋肉が収縮運動するのが生化学反応（イオン反応）によるところに起因するもの
である。本実施形態では検出針を２つ設けることとする。一方の検出針は上腕二頭筋肉、
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他方の検出針は上腕三頭筋を対象とする。ここで、検出針の検出対象となる筋肉以外が動
いた場合であっても微量ながら筋電を検出する場合があるが、回路によりあるしきい値を
設定しこの値を超えない限りは増幅することもなく制御部６０に出力することもないよう
にすることもできる。なお、本発明は検出針の形状、数に限定されるものではない。具体
的 な セ ン サ ー と し て は 、 体 内 埋 め 込 み 型 電 気 刺 激 装 置 （ FES） で 使 用 さ れ て い る 埋 め 込 み
型の電極等を用いることができる。
前記電源部４０は、高効率で超小型な充電電池であること望ましく、充電方法も接点を
もって充電するのではんく、無接点で充填する方法を採ることが安全上好ましい。
【００１６】
前記制御部６０は、センサー部５０からの信号に基づき電源部４０の電流をアクチュエ

20

ーター部３０に供給し動作させる制御をするものである。センサー部５０からの信号は少
なくとも２種あり、一方は上腕二頭筋が動いたことを知らせる信号であり、他方は上腕三
頭筋が動いたことを知らせる信号である。初期状態で腕を伸ばした状態であるとすると、
この状態から上腕二頭筋を動かせば、上腕二頭筋を動いたことを知らせる信号がセンサー
部５０から制御部６０に出力され、使用者が腕を曲げようとしていると判断することがで
きるので、アクチュエーター部３０を腕を曲げようとする方向に動作させる。一方、腕を
曲げた状態から上腕三頭筋を動かせば、上腕三頭筋を動いたことを知らせる信号がセンサ
ー部５０から制御部６０に出力され、腕を伸ばそうとしていると判断することができるの
で、アクチュエーター部３０を腕を伸ばそうとする方向に動作させる。ここで、どの程度
の時間アクチュエーター部３０を動作させれば良いかが問題となるが、センサー部から継
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続して同じ信号が出力されている場合には動作させる必要がある。逆に、センサー部５０
から信号の出力が止まり、逆の信号が出力されるようになった場合には逆方向にアクチュ
エーター部３０を動作させる。さらに、アクチュエーター部３０の動作は電源部４０の出
力電圧の大きさにより動作の強さを調整することができるが、センサー部からの信号が大
きければ大きいほどアクチュエーター部３０への出力電圧を大きくすることで使用者の意
思に沿う動作が可能となる。さらにまた、センサー部５０の電位変化が大きい場合には、
使用者はすばやく腕の曲げ伸ばしを行いということが判断されるので、アクチュエーター
部３０をすばやく動かすように制御部６０は制御する必要があり、電位変化を大きくして
動作させる必要がある。しかしながら、あまりにも早く動作させるのは使用者の安全性の
観点から好ましくないので、安全回路を配設し、所定速度以上に動作しないように制限す
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ることが好ましい。なお、筋電の電圧レベルは個人差があるので、予め使用者の筋電の電
圧レベルの最大値、最小値、変化率等を調べ、制御部６０を設定することが好ましい。
【００１７】
本実施形態に係る動力付人工関節の人体への埋め込みついて説明する。人工関節の頭部
１０、抱持部２０をそれぞれ上腕骨または橈骨に配設する必要がある。この順序はどちら
からも行ってよい。頭部１０から行う場合には、上腕骨の海綿骨を削り髄骨に頭部の尖形
状の後端を押し入れる。同様に、抱持部２０も、橈骨の海綿骨を削り髄骨に抱持部２０の
尖形状の後端を押し入れる。ここで、固定する場合にはセメントを頭部１０と髄骨との間
、抱持部２０と髄骨との間に充填する。これにより頭部１０と抱持部２０とが固定される
ので、頭部１０と抱持部２０とを嵌め合わせて関節を構成させる。さらに、本人工関節に
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は、人工関節自体以外に制御部６０、電源部４０、センサー部５０がある。制御部６０、
電源部４０は頭部１０又は抱持部２０の内部に配設することで別途人体内部にスペースを
作らなくともよく安全性の面から好ましい。さらに、センサー部５０の検出針を対象とな
る上腕二頭筋、上腕三頭筋に近接し、検出針に接続される線路を制御部まで引いて接続す
る。なお、この埋め込み方法は一例にすぎない。
【００１８】
次に、本実施形態に係る動力付人工関節の使用動作について説明する。手術により本動
力付人工関節が配設された使用者は、腕を曲げようとすると上腕二頭筋を動かすこととな
るので、センサー部５０の検出針が制御部６０に対して上腕二頭筋が動いているとの信号
を出力する。制御部６０はかかる信号に基づきアクチュエーター部３０を腕を曲げる方向
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に動作させるために電磁石３１に電流を流す。そうすると、アクチュエーター部３０が腕
の動きを補助するように働く。
【００１９】
使用者は今度は腕を伸ばそうとすると上腕三頭筋を動かすこととなるので、センサー部
５０の他方の検出針が制御部６０に対して上腕三頭筋が動いているとの信号を出力する。
制御部はかかる信号に基づきアクチュエーター部３０を腕を伸ばす方向に動作させるため
に電磁石３１に先ほどとは逆に電流を流す。そうすると、アクチュエーター部３０が腕の
動きを補助するように動く。
【００２０】
このように本実施形態に係る動力付人工関節によれば、体内に収納されて人工関節を動
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かすアクチュエーター部３０と、当該アクチュエーター部３０に電流を供給する電源部４
０と、本人工関節に係る一対の筋肉に配設され、当該一対の筋肉からの筋電信号を検出す
るセンサー部５０と、当該センサー部５０からの信号に基づいて前記アクチュエーター部
３０の制御を行う制御部６０とを備えるので、使用者の意思をセンサー部５０を介して制
御部６０が判断し、かかる判断に基づきアクチュエーター部３０を電源部４０からの電流
供給で制御することができ、本来の人工関節の役目を果たすと共に、外観上目立つことな
くアクチュエーター部３０からの補助を受けながら人工関節を用いることができる。また
、前記アクチュエーター部３０が前記頭部１０に電磁石３１を複数配設し、前記抱持部２
０に永久磁石３２を複数配設して構成されるので、モーター等を使用することなく、潤滑
油等の不純物の流出がなく、放熱も少なく、スペースもそれほど必要なく小型に形成する
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ことができる。
【００２１】
なお、本実施形態では肘関節についての人工関節について説明したが、他の部位の関節
であってもよい。
また、本実施形態に係る人工関節の各構成とは別に、スイッチ、リモコンを設け、電源
ON/OFFス イ ッ チ 、 一 時 停 止 ス イ ッ チ 等 に よ り 制 御 部 に 対 し て 制 御 信 号 を 送 り 、 人 工 関 節 を
操作可能にすることもできる。特に、故障した場合などにメンテナンスモードを設け、使
用者の体内から人工関節を取り出すことなく、故障の原因究明、修理を行うようにするこ
ともできる。
【００２２】
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（本発明の第２の実施形態）
本発明の第２の実施形態に係る動力付人工関節について、図２に基づき説明する。図２
は本実施形態に係る人工関節を腕に取り付けた後の断面図である。
本実施形態に係る動力付人工関節は、前記第１の実施形態に係る動力付人工関節と同様
に構成され、前記アクチュエーター部３０が前記頭部１０にコイル３３を配設し、前記抱
持部に永久磁石３２を複数配設することを異にする構成である。
【００２３】
本実施形態に係る動力付人工関節の使用動作について説明する。なお、本実施形態に係
る動力付人工関節の人体への埋め込みついては、前記第１の実施形態と同様である。手術
により本動力付人工関節が配設された使用者は、腕を曲げようとすると上腕二頭筋を動か
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すこととなるので、センサー部５０の検出針が制御部６０に対して上腕二頭筋が動いてい
るとの信号を出力する。制御部６０はかかる信号に基づきアクチュエーター部３０を腕を
曲げる方向に動作させるためにコイル３３に電流を流す。そうすると、アクチュエーター
部３０が腕の動きを補助するように働く。
【００２４】
使用者は今度は腕を伸ばそうとすると上腕三頭筋を動かすこととなるので、センサー部
５０の他方の検出針が制御部６０に対して上腕三頭筋が動いているとの信号を出力する。
制御部６０はかかる信号に基づきアクチュエーター部３０を腕を伸ばす方向に動作させる
ためにコイル３３に先ほどとは逆に電流を流す。そうすると、アクチュエーター部３０が
腕の動きを補助するように動く。
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【００２５】
このように本実施形態に係る動力付人工関節は、前記アクチュエーター部３０が前記頭
部１０にコイル３３を配設し、前記抱持部２０に永久磁石３２を複数配設する構成である
ので、モーター等を使用することなく、潤滑油等の不純物の流出がなく、放熱も少なく、
スペースもそれほど必要なく小型に形成することができる。
【００２６】
（本発明の第３の実施形態）
本発明の第３の実施形態に係る動力付人工関節について、図３に基づき説明する。図３
は本実施形態に係る人工関節を腕に取り付けた後の断面図である。
本実施形態に係る動力付人工関節は、前記第１の実施形態に係る動力付人工関節と同様
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に構成され、前記アクチュエーター部３０が前記頭部１０に圧電素子３４を複数配設し、
前記抱持部２０に金属プレート３５を配設することを異にする構成である。
【００２７】
前記金属プレート３５は、抱持部２０の表面に配設されており、頭部１０の滑動を促す
ものである。
本実施形態に係る動力付人工関節の使用動作について説明する。なお、本実施形態に係
る動力付人工関節の人体への埋め込みついては、前記第１の実施形態と同様である。
【００２８】
本実施形態に係る動力付人工関節の使用動作について説明する。なお、本実施形態に係
る動力付人工関節の人体への埋め込みついては、前記第１の実施形態と同様である。手術
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により本動力付人工関節が配設された使用者は、腕を曲げようとすると上腕二頭筋を動か
すこととなるので、センサー部５０の検出針が制御部６０に対して上腕二頭筋が動いてい
るとの信号を出力する。制御部６０はかかる信号に基づきアクチュエーター部３０を腕を
曲げる方向に動作させるために圧電素子３４に電流を流し所定方向の振動を発生させる。
そうすると、圧電素子３４は振動してアクチュエーター部３０が腕の動きを補助するよう
に働く。
【００２９】
使用者は今度は腕を伸ばそうとすると上腕三頭筋を動かすこととなるので、センサー部
５０の他方の検出針が制御部６０に対して上腕三頭筋が動いているとの信号を出力する。
制御部６０はかかる信号に基づきアクチュエーター部３０を腕を伸ばす方向に動作させる
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ために圧電素子に電流を流し前記所定方向と逆の振動を発生させる。そうすると、圧電素
子３４は振動してアクチュエーター部３０が腕の動きを補助するように動く。
【００３０】
このように本実施形態に係る動力付人工関節は、前記アクチュエーター部３０が前記頭
部１０に圧電素子３４を複数配設し、前記抱持部２０に永久磁石を複数配設する構成であ
るので、モーター等を使用することなく、潤滑油等の不純物の流出がなく、放熱も少なく
、スペースもそれほど必要なく小型に形成することができる。
【００３１】
（その他の実施形態）
前記各実施形態に係る動力付人工関節においては、肘関節について説明したが、例えば
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、肩関節、股関節及び膝関節等のその他の関節であっても各実施形態に係る動力付人工関
節は適用可能である。以下、その他の関節の例として肩関節について説明する。
前記肘関節においては、関節の動きに関する筋肉が上腕二頭筋及び上腕三頭筋であって
一対の筋肉であった。しかしながら、肩関節においては、上腕二頭筋、上腕三頭筋、三角
筋、大胸筋、大円筋、棘下筋、僧帽筋及び小円筋が関節の動きに関する筋肉であって、人
工関節に動作に係る筋肉となる。
【００３２】
本実施形態に係る動力付人工関節は、図４に示す構成とした（図４では便宜のため大胸
筋を点線で示している）。頭部１０、抱持部２０は、一般の人工関節と同様に、肩関節に
相応したものとなっている。アクチュエーター部３０、電磁石３１、永久磁石３２、電源
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部４０、センサー部５０及び制御部６０は、原則的に、前記第１の実施形態と同様のもの
である。しかしながら、肘関節と比べると、肩関節が発揮すべき力が異なるため、アクチ
ュエーターとしての出力を向上させるべく、電源部４０からの電気の供給量を大きくし、
電磁石３１及び永久磁石３２の数を多くし、磁力の強さを大きくする必要がある。また、
電磁石３１及び永久磁石３２の配置であるが、肘関節であれば関節の移動方向が略一定直
線であるが、肩関節においては自由度が大きく、移動範囲に応じて電磁石３１及び永久磁
石３２を平面的な広がりをもって配置する必要がある。さらに、センサー部５０を構成す
る検出針も前記上腕二頭筋、上腕三頭筋、三角筋、大胸筋、大円筋、棘下筋、僧帽筋及び
小円筋に配置し、制御部６０はかかる複数の検出針からの信号を受け制御する必要がある
。一般的には、出力される筋電の相対的出力レベルから肩関節をどこの方向に移動するか
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を決定することができる。しかしながら、病気を患っている方等は痛みから不均一に筋肉
が発達している場合もあり、結果的に個人差が大きい。したがって、本発明の動力付人工
関節を適用する前、後で、必要であれば補助者を伴って腕、肩等を動かし肩関節を動かし
て出力される筋電を検出し、かかる動きをサンプリングし、かかるサンプリングから制御
部の制御を決定することが好ましい。このようなサンプリングは、術後経年し、使用者の
年齢が変化するに伴い関節の動きと筋電の出力レベルとの関係が変化する場合もあり、メ
ンテナンスが必要となる。したがって、メンテナンスを容易に行うことができるように制
御部のみを皮膚組織近く等に配設するか、または、無線通信により制御部をメンテナンス
できるように構成することが好ましい。
【００３３】
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また、本実施形態では、電磁石３１、永久磁石３２を用いて、すなわち、前記第１の実
施形態を肩関節に適用した場合となっているが、第２及び第３の実施形態を肩関節に適用
した場合も同様に実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る人工関節を腕に取り付けた後の断面図である。
【図２】本発明の第２の実施形態に係る人工関節を腕に取り付けた後の断面図である。
【図３】本発明の第３の実施形態に係る人工関節を腕に取り付けた後の断面図である。
【図４】本発明の第３の実施形態に係る人工関節を肩に取り付けた後の断面図である。
【符号の説明】
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【００３５】
１０

頭部

２０

抱持部

３０

アクチュエーター部

３１

電磁石

３２

永久磁石

３３

コイル

３４

圧電素子

３５

金属プレート

４０

電源部
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５０

センサー部

６０

制御部

【図１】

【図２】
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【図４】
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