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高齢化に伴い運動器疾病が増加→寝たきりの原因となっている

2018
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寝たきりの原因

脳卒中 痴呆 パーキンソン病

衰弱 骨折 関節疾患

心臓病 その他

運動器：38.3%

平均寿命の増進から健康寿命の増進へのシフトが求められる
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本邦における人工膝関節置換術件数

運動器変性疾患/骨粗しょう症骨折の増加に伴い手術が増加

本邦での市場規模：2,000億円



2018

世界においては今後の市場拡大が予測される

世界での市場規模：4-5兆円



脊椎インプラント手術でのスクリュー固定性は非常に重要である

脊椎インプラントのテーラーメードな固定性評価が望まれる.

将来の展望

Implant surgery failure

-Kwok et al. Spine 1996

-Battura et al. Clin Biomechanics 2006

骨粗鬆症骨でのインプラント破たん率: 10-20% 
-Lonstein, J et al. JBJS 1999

-Patel, V et al. JOR 2003



術前の画像から / 術中に定量的な固定性評価を行いたい



目的

インプラント開発や臨床研究を実施する上で有用となる,

基礎研究に裏付けられたインプラント設置強度評価系を

確立する．

Impact
質の高い臨床研究/インプラント開発

に置いて強力なツールとなる．



3段階研究
術前計画 術中 術後評価

術前MDCT dataからの
インプラント設置強度評価予測

基礎

臨床

MDCT：手術対象患者

μCT, MDCT：屍体骨 引き抜き力，トルク、RFA

トルク、RFA (Laser-RFA) 画像を用いた評価

術中試験力の開発



インプラント設置強度評価法
• 古典的評価法

新たな評価法であるレーザー共振周波数解析法を開発

侵襲的, 反復性なし

-Kwok AW et al. Spine 1996

-Cakir E et al. Turk Neurosurg 2014

-Lei W et al. Eur Spine J 2006

-Ab-Lazid et al. J Biomech 2013

-Tsuji M et al. J Mech Behav 2013

引き抜き力

埋入トルク

侵襲性は無いが,反復性なし,一回きり,誤差大



埋入トルク：術中計測は非常に煩雑



共振周波数解析
（Resonance Frequency Analysis）:RFA

固定されているものに外力（たたく力/磁力）を与え、
その振動数で固定性を評価する。



健全性評価手法(工学分野)
打音法 電磁波検出法 赤外線検出法 超音波深傷法 レーザー

励起振動

方法 ハンマーで
対象物を叩き
音で判断する.

電磁波の反射で
判断する.

対象物を暖め
熱緩和時間差で
判断する.

超音波の反射エコーで
判断する．

レーザー照射にて
対象を振動させ
判断する．

長所
短所

接触深傷
コンクリート
表面検査

接触深傷
コンクリート深
部検査

非接触遠隔深傷
時間を要する

接触深傷
時間を要する

打音と同じ
非接触遠隔

研究
段階

実用段階 研究開発 研究段階 実用段階 前実施段階

固定されているものに振動を励起する力を与え,

発生した振動数で固定性を評価する



例）トンネル壁に対するレーザーを用いたRFA

例）歯科インプラントに対する磁力を用いたRFA

Osstell ISQ®

 共振周波数解析: Resonance Frequency Analysis: RFA

今回, レーザーを用いた完全非接触型RFA機器を作成した.

: 磁石の付着を要する．

-S. Kurahashi et al. J Rem Sens 2018

-K. Mikami et al. J App Physics 2017

-Nelissen, R.C. et al. Otol Neurotol 2015



 レーザー共振周波数解析

Vibration 

Laser

Measurement 

Laser

Concentrated Laser profile

Horizontal axis 1.8 mm

Vertical axis 1.9 mm

(1/e2 difinition)

1 mm

振動励起レーザーと
振動計測レーザーを使用

模擬骨/屍体骨を用いた実験を実施した将来の製品モデル図：
ペン型装置にてレーザーを術者の手元に誘導



脊椎インプラント例



人工股関節インプラント例







侵襲性 反復性 再現性 接触性

引き抜き力 [N] × × × ×

埋入トルク [Nm] 〇 × × ×

歯科RFA [ISQ] 〇 〇 〇 ×

レーザーRFA [Hz] 〇 〇 〇 〇

レーザーRFAは臨床にて実行可能性が高い手法である



3段階研究
術前計画 術中 術後評価

術前MDCT dataからの
インプラント設置強度評価予測

基礎

臨床

MDCT：手術対象患者

μCT, MDCT：屍体骨 引き抜き力，トルク、RFA

トルク、RFA (Laser-RFA) 画像を用いた評価
マイクロCT画像と、試験力の比較



研究室レベルでの発表は存在するが、

実際のユーザビリティを考えたソフトウェアは存在しない

LEXI社脊椎手術用術前計画ソフト

RATOC社骨形態解析＋FEMソフト

現場の医師が開発から携わったソフトウェア開発を！



屍体骨での検討

屍体骨 ３DCT

スクリュー部の骨情報を取得

埋入トルク/引き抜き力→  骨質パラメータ：BS/TV

レーザー RFA →  骨質パラメータ：N.Nd/TV で予測可能

試験力を画像から予測可能である

ソフトウェア開発へ



術前計画 術中 術後評価

骨密度反映
３D脊椎手術計画

脊椎計画ソフトウェア
に機能組み込み

CTデータにて
術後ゆるみを診断

データ連動

固定強度向上を目指した新たな脊椎固定手術のパッケージ技術として
メーカーに交渉中である

最終的な出口戦略

レーザー
共振周波数解析装置

データ連動
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Thank you for your attention !!


