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II. 成果の概要（総括研究報告）
和文
これまでの人工膝関節は、膝関節の理想的な安定性、関節挙動を再現することができていない。こ
れらを再現できれば、運動機能の向上、動作時の違和感の解消などの効果が得られ、患者満足度の向
上が期待できる。
本プロジェクトでは、松田秀一 研究責任者（国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 整形外科
教授）と、橋田昌彦 プロジェクトリーダー（京セラ株式会社 メディカル事業部 設計開発部 課責任
者）のグループが共同で、術中に膝関節の安定性を評価し、最適な手術を行うことができる人工膝関
節システムの研究開発を行っている。
今年度の研究開発において、下記 3 つの大きな成果を出すことができた。
１．定量的な測定が不可能であった膝関節の安定性を術中に測定できる安定性測定器具の開発を進め、
屍体膝を用いた評価試験より最適な膝関節の安定性が得られる測定値の指標を見出すことができ
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た。安定性測定器具を用いて靭帯バランスの調整を行うことにより、どの術者が使用しても最適な
膝関節の安定性が得られるシステムを構築し、限定的に臨床での使用を開始した。
２．術中に脛骨を切り足すことなく脛骨摺動面インプラントを入れ替えるだけで靭帯バランスの調整
が可能となる、靭帯バランス調整用インプラントの形状設計を完了させた。
３．膝関節の理想的な安定性、関節挙動の再現において、重要な役割を担う前十字靭帯を含めた全て
の靭帯を温存するタイプの人工膝関節の開発を進め、理想的な安定性、関節挙動が得られる大腿骨、
脛骨インプラントの形状設計を行い、予定通り力学試験を開始することができた。
英文
The conventional knee implants has not been able to recreate ideal stability and motion
of knee joint. If these functions could be reconstructed, one can obtain effects that
improve motor function and eliminate discomfort during the motion, and thus improvement
of patient satisfaction can be expected.
In this project, a joint group lead by Shuichi Matsuda, principal investigator (Professor,
Department of Orthopaedic Surgery, Graduate School of Medicine, Kyoto University) and
Masahiko Hashida, project leader (Manager, Design & Development Section 2, Medical Division,
KYOCERA Corporation) are developing artificial knee joint system that can evaluate its
stability during the surgery to enable optimal surgical results.
During the course of this year's research and development activity, we were able to make
the following three major achievements.
1. We have been developing a measuring instrument that can quantitatively measure knee
joint stability during the surgery which in the past was not possible, and this also
allows us to determine the index of measured value that can obtain optimal knee joint
stability from cadaver knee study. By adjusting ligament balance using the stability
measuring instrument, we have constructed a system that any surgeon can obtain the
optimum stability of the knee joint, which we have begun to use in limited clinical
studies.
2. We have finished the design of ligament balance adjusting implant, which enables us to
make adjustment of ligament balance by only replacing the tibial insert implant without
additional resection of the tibial bone during the surgery.
3. We have developed the artificial knee joint that retains all ligaments including anterior
cruciate ligament which plays an important role in reconstruction of ideal stability
and motion of knee joint, finished the design of femoral and tibia implants which can
obtain ideal stability and motion of knee joint, and were able to start the mechanical
test as planned.
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