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(54)【発明の名称】モジュール化人工骨
(57)【要約】
【課題】

補完したい形状、寸法を得やすく、生体に負

担が掛からず、生体の骨組織と一体化しやすいモジュー
ル化人工骨を提供する。
【解決手段】

生体における硬組織または軟骨組織の欠

損部分に置き換える人工骨であって、複数の棒状モジュ
ール３を束ねて、一体に固定する。前記モジュール３
は、周囲に１つ以上の環状溝を備え、軸方向に対し直交
方向の管状空間（ハーバース管に相当）が形成されると
よい。前記モジュール３の断面形状が、角を丸めた多角
形であり、モジュール３とモジュール３の間に、軸方向
の管状空間５（ボルクマン管に相当）が形成されるとよ
い。少なくとも１本分のモジュール欠損部があって、該
欠損部が、軸方向の管状空間２（髄液管に相当）である
とよい。前記モジュール３が、生体用金属、生体活性セ
ラミックス、生体不活性セラミックス、高分子素材、ま
たは、それらからなる群より選ばれる２種以上の複合体
から作られていることが望ましい。
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【特許請求の範囲】

は、これら従来の人工骨が、加工性の悪い素材であり、

【請求項１】

生体における硬組織または軟骨組織の欠

適切な大きさや形状への変更が難しいことにある。まし

損部分に置き換える人工骨であって、複数の棒状モジュ

て、手術現場では、従来の人工骨に対して、不具合部分

ールを束ねて、一体に固定したことを特徴とするモジュ

の修正は不可能である。従って、生体を切開してしまっ

ール化人工骨。

てから、選定した人工骨が不適切と思われても、そのま

【請求項２】

前記モジュールは、周囲に１つ以上の環

ま使用せざるを得ないことも起こり得た。

状溝を備え、軸方向に対し直交方向の管状空間が形成さ

【０００７】また、従来の人工骨が、生体に対して経年

れていることを特徴とする請求項１に記載のモジュール

的に不具合を生じることがあった。その原因としては幾

化人工骨。
【請求項３】

つか考えられるが、大きく分けて二つにその原因を分け
前記モジュールの断面形状が、角を丸め
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ることが出来る。

た多角形であり、モジュールとモジュールの間に、軸方

【０００８】第一に、生体骨と人工骨とに、強度や柔軟

向の管状空間が形成されていることを特徴とする請求項

性の差があり、外部からその近辺に力が掛かった時、不

１または２に記載のモジュール化人工骨。

自然な力学的集中応力が掛かり、生体に負担を掛け、炎

【請求項４】

少なくとも１本分のモジュール欠損部が

症あるいは痛みを与える可能性が有る。まして、人工骨

あって、該欠損部が、軸方向の管状空間となることを特

が不適切な大きさや形状であれば、不必要な力学的集中

徴とする請求項１から３のいずれかに記載のモジュール

応力が発生する心配が増大する。

化人工骨。

【０００９】第二に、従来の人工骨の問題として、生体

【請求項５】

前記モジュールが、生体用金属、生体活

とのなじみの問題がある。従来の人工骨の内部は、均一

性セラミックス、生体不活性セラミックス、高分子素
材、または、それらからなる群より選ばれる２種以上の

で密なため、生命活動はしていない。即ち、血管あるい
20

は各種細胞は、人工骨の内部に入ることが出来ないの

複合体から作られていることを特徴とする請求項１から

で、生体組織と人工骨の境界面でさまざまな問題を起こ

４のいずれかに記載のモジュール化人工骨。

す。その対策として、実際の生体骨と似た性質を持つア

【発明の詳細な説明】

パタイトを、人工骨の表面にコーティングし、生体との

【０００１】

親和性を高める方法も取られている。しかしながら、そ

【発明の属する技術分野】本発明は、生体において、骨

の被覆層は薄く、血管や生体組織が被覆層の内部に入り

の異常あるいは折損などによって、欠落した部分を補完

込む状態ではないため、親和性の改善にはなっても、生

するモジュール化人工骨に関する。

体の骨組織との一体化は難しかった。

【０００２】

【００１０】本発明は、補完したい形状、寸法を得やす

【従来の技術】骨の異常あるいは折損などの場合、一般

く、生体に負担が掛からず、生体の骨組織と一体化しや

的には、異常のある部分の骨を除去し、その失った部分
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すい人工骨部材を提供することを目的とする。

を、例えば、生体に適合していると言われるセラミック

【００１１】

ス、ステンレス、チタン合金、あるいはチタン合金にア

【課題を解決するための手段】本発明のモジュール化人

パタイトをコーティングしたものなどを埋め込み、補完

工骨は、生体における硬組織または軟骨組織の欠損部分

する。これらは人工骨と称される。

に置き換える人工骨であって、複数の棒状モジュールを

【０００３】これらの素材は加工が難しいので、各部位

束ねて、一体に固定する。

専用に形状をあらかじめ想定し、機械加工工場で生産さ

【００１２】前記モジュールは、周囲に１つ以上の環状

れる。従って、従来の人工骨は、想定した部位以外の他

溝を備え、軸方向に対し直交方向の管状空間が形成され

の部位に共用することはほとんど出来ない。

るとよい。

【０００４】また、手術現場では形状加工が難しいた
め、メーカーが需要動向を推測して予め生産した標準品

【００１３】前記モジュールの断面形状が、角を丸めた
40

多角形であり、モジュールとモジュールの間に、軸方向

の中から、適当な人工骨を大きさにより選定する。そし

の管状空間が形成されるとよい。

て、該人工骨を埋め込み、周囲を同種の物質であてて補

【００１４】少なくとも１本分のモジュール欠損部があ

完し、ネジ、セメントなどで固定する。

って、該欠損部が、軸方向の管状空間であるとよい。

【０００５】即ち、従来は、サイズを選択することしか

【００１５】前記モジュールが、生体用金属、生体活性

出来ない既製品の人工骨であり、かつ、本来必要な修正

セラミックス、生体不活性セラミックス、高分子素材、

をすることが難しい金属やセラミックスのような、内部

または、それらからなる群より選ばれる２種以上の複合

が密で、剛性が生体より高い人工骨を、体内に挿入し、

体から作られていることが望ましい。

そのまま使いつづけることが主流である。

【００１６】生体用金属には、チタン、ステンレス、チ

【０００６】

タン合金などの腐食性のない金属が挙げられる。

【発明が解決しようとする課題】従来抱えている問題
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【００１７】生体活性セラミックスには、ＨＡＰ（水素
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アパタイト）、ＴＣＰ（リン酸三カルシウム）などのリ

ることにより、モジュール３を束ねた際に、軸方向に平

ン酸系素材、Ａ−Ｗ．Ｇｌａｓｓ、Ｂｉｏ．Ｇｌａｓｓ

行な細い管状穴５（図１参照）を作ることが出来る。生

などのシリカ系素材が挙げられる。

体骨でもこれと同様の穴が存在し、ハーバース管と呼ば

【００１８】生体不活性セラミックスには、アルミナ、

れ、主に栄養分を供給する重要な機能を果たす。

ジルコニア、カーボンなどが挙げられる。

【００３１】また、図２に拡大した側面図を示したよう

【００１９】高分子素材には、高分子ポリエチレンなど

に、各モジュール３に対し、軸方向に直角に、環状溝３

の非分解性素材、あるいはポリ乳酸、ポリグリコール

ａを設けることにより、軸に直角方向へ、管状あるいは

酸、コラーゲンなどの生分解性素材が挙げられる。

微細な隙間４を網状に作ることが出来る。生体骨でもこ

【００２０】複合体としては、アパタイトとコラーゲン
の複合体など、上記素材の２種以上の組合せからなる複

れと同様の管が存在し、ボルクマン管と称し、主に血管
10

の通る隙間である。生体骨に本来備わった必要な器官で

合体が挙げられる。

あるこのボルクマン管を、本発明により自在に作ること

【００２１】モジュールの固定方法としては、手術用糸

が可能であり、骨髄液、栄養、血液が潤沢に供給される

あるいは金属バンド、ネジなどでくくる。

ため、骨細胞の自由な成長を妨げることなく、自然治癒

【００２２】また、生体骨への結合部材としては、手術

に近い形で、人工骨の目的を果たすことが出来る。

用糸、チタン材、各種セラミックスなどが考えられる。

【００３２】本発明では、モジュール各々のサイズを小

特に、モジュールに生体吸収性部材を使用する場合は、

さくした時、束ねて一体に固定したモジュールとモジュ

生体吸収性糸を用いることが好ましい。

ールの間に、生体の好む複雑なパイプ状の空間や、軸方

【００２３】また、各モジュールは、六角形を代表とす

向の穴を有する断面形状を作ることが出来るので、生体

る適当な断面形状、寸法を用い、前記環状溝のほか、表

の血管や細胞が活発に成長し入り込み、モジュールとモ

面を曲面にしたり、穴、しわなどを設ける。単独で使用

20

ジュールのバインダーとしての好ましい現象を誘発させ

してもよい。

ることが可能となる。従って、モジュール各々を、骨細

【００２４】従って、束ねて固定する時、あるいは単独

胞のような生体細胞がくるみ込むため、時間とともに自

使用時に、血管および細胞が浸入、あるいは定着しやす

然治癒に近い状況をもたらすことが出来る。特に、金属

い人工骨となる。

と違い、体内にもともと有る素材の一部であるアパタイ

【００２５】

トのような、生体との親和性を持つ材料で作成したモジ

【発明の実施の形態】本発明を、図面を参照して説明す

ュールは、新たに発生、成長した生体骨の中にほとんど

る。図１は、本発明のモジュール化人工骨の一実施例の

取り込まれ、従来の生体と同等の機能を持つことが可能

断面図である。図２は、モジュール化人工骨を構成する

となる。

二本のモジュールを並べた一部の拡大側面図である。図

【００３３】更に言えば、近年注目されているコラーゲ

３は、図２のIII−III断面図である。
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ンとアパタイトの複合材を、本発明のモジュールに適用

【００２６】本発明のモジュール化人工骨は、１つ以上

すれば、各モジュール間の間隙に、血管や細胞が活発に

の環状溝３ａを備えた棒状のモジュール３を束ね、一体

入り込むため、各細胞の活動する面積を多く取れる。従

に固定する。

って、同時多発的に、破骨細胞の働きにより前記複合材

【００２７】このように、比較的小さなモジュール３を

を溶解し、そこに正常な骨芽細胞の活性が促され、時間

作成しておき、緊急の手術現場では、特別な装置や器

とともに、生体自体が、甦生させた自分の骨として、欠

具、材料を用意せずに、前記モジュール３を好ましい形

落部を速やかに補完する作用が充分に期待できる。

状、寸法に束ねて、一体に固定し、モジュール化人工骨

【００３４】このようなコラーゲンとアパタイトの複合

を作成する。モジュール３の数を加減することにより、

材を、従来のように単体で挿入するよりも、本発明のよ

治療したい患部に最適な形状や寸法に変更することが出
来る。

うにモジュール化し、生体が好む寸法および形状にし、
40

束ねて一体に固定して埋め込むことにより、血管や細胞

【００２８】モジュール３の各側面は互いにできるだけ

が活動する場をより多く提供できるため、治癒効率が高

広く接触して、支え合うことが必要であり、断面がハニ

く、速やかに自然治癒とまったく同等な成果をあげるこ

カム構造状となるように、それぞれのモジュールの断面

とが出来る。

は六角形が好ましい。さらに、六角形よりも角数が多く

【００３５】（実施例）図４、５に基づき、本発明の実

円に近い多角形や、凹みのある星形などでもよい。

施例を説明する。図４は、本発明のモジュール化人工骨

【００２９】さらに、一体に束ねたモジュール３の中央

を、生体骨の間に補完した状態を示す側面図である。図

の一本を抜くことにより、本来、骨髄液の通る髄液穴２

５は、図４のＶ−Ｖ断面図である。

を整形することが出来る。

【００３６】モジュール３の代表的断面形状は六角形で

【００３０】同時に、図３に断面図を示したように、こ

あり、対面寸法は３ｍｍ程度が使用しやすい。長さは欠

のモジュール３の軸方向に直角な断面において、角を取

50

損部に合わせるが、１０ｍｍから３０ｍｍの間が実際的
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な長さである。必要な太さのモジュール化人工骨を得る

る。

には、適当な本数のモジュール３を束ねる。例えば、図

【００４０】実際に、ビーグル犬での実験において、ア

５に示したように１８本のモジュール３を束ねることに

パタイトおよびコラーゲンを材料としたモジュールを束

より、対辺直径約１４．２ｍｍの太さのモジュール化人

ねて固定したモジュール化人工骨により、顕著な治癒効

工骨を作り出す。あるいは、図１に示したように３０本

果を確認している。

の前記と同じモジュール３を一体に束ねることにより、

【００４１】

対辺直径約２０ｍｍの太さのモジュール化人工骨を作り

【発明の効果】本発明によれば、補完したい形状、寸法

出すことができる。特に、中央の一本を抜くことによ

を得やすく、生体に負担が掛からず、生体の骨組織と一

り、本来、骨髄液の通る髄液穴２を形成する。
【００３７】同時に、モジュール３の軸方向に直角な断

体化しやすいモジュール化人工骨を提供することが可能
10

となる。

面の角を取ることにより、束ねた際に、軸方向に平行な

【図面の簡単な説明】

細い管状穴５を作ることが出来る。また、図２に示した

【図１】

ように、側面を曲面にしたり、あるいはしわを設けるこ

す断面図である。

とにより、軸に直角方向へ管状の間隙あるいは微細な網

【図２】

状の隙間４を作ることが出来る。

ールを並べた拡大側面図である。

【００３８】組み立てられたモジュール化人工骨は、生

【図３】

図２のIII−III断面図である。

体骨８の間に埋め込む。モジュール化人工骨の装着直後

【図４】

本発明のモジュール化人工骨を、生体骨の間

は、生体骨８との間に、当然、間隙があり、分離してい

に補完した状態を示す側面図である。

る状態なので、一時的に支え６を施す。図示した実施例

【図５】

では、２つの支え６で挟み込み、固定する。支え６は、

20

本発明のモジュール化人工骨の一実施例を示
モジュール化人工骨を構成する二本のモジュ

図４のＶ−Ｖ断面図である。

【符号の説明】

モジュール３よりもやや長く、両端にネジ穴を備えた例

１ 糸

えばチタンの板状部材を使用する。固定方法は、両端の

２ 髄液穴

ネジ穴に通したネジ７で生体骨８に固定する。

３ モジュール

【００３９】時間とともに、目的の効果、即ち治癒した

３ａ

と判断できる経過日数であるおよそ３ヶ月を過ぎた辺り

４ ボルクマン管

から、レントゲン検査を行う。レントゲン検査により、

５ ハーバース管

モジュール化人工骨の周囲の石灰化が進んだと判断され

６ 支え

れば、支え６を段階的に緩め、治療部分に一部ストレス

７ ネジ

が掛かるように調節する。最終的には、強度が確保され

８ 生体骨

る段階で、前記支え６を取り外すことが出来るようにな
【図１】
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