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日本国民の『最も気になる自覚症状』と治療

厚生労働省 国民生活調査
（平成27年）

運動器の
疼痛・こり・しびれ

u 機能障害・不全：

u 疼痛：

関節動揺性 (脱臼，亜脱臼)
→ 靭帯断裂 → 靭帯再建術
ロッキング，嵌頓
→ 半月板損傷 → 半月板修復術
関節運動制限 → OA 
→ 運動療法，薬物療法
→ 外科治療（TKA, HTO，，）

急性，慢性
→  薬物治療、運動療法
手術治療

u 症状と治療

安全性
有効性 ”疼痛“と、”機能障害・不全“の両者に対する効果を

「検証的」に証明する必要

u 新規治療開発
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ü ６０才以上人口の６０％以上
年齢とともに増加，進行

ü 関節リウマチの10倍、毎年90万人増加
ü 関節への力学的負荷による変性疾患
ü KL II 以上 2530万人（有症状 800万人）

(Yoshimura N, JBMM 2009)

ü 予防・治癒の効果的な治療薬がない

変形性関節症（OA) 

厚労省老健局 (H20運動器疾患対策資料）

症状：関節の疼痛と運動障害



Medicine for Sports and Performing Arts, Osaka Univ. 

膝関節半月板の機能 と 半月板損傷の課題

• 荷重分散
• 衝撃吸収
• 滑動
• 関節安定性
• 深部知覚

ü自然治癒能が低い
ü半月板機能の喪失は
変形関節症を続発する

Fairbank T. J. JBJS 1948
Tapper E. M. et al. JBJS 1969
Henning C. E. et al. Clin Sports Med 1985

“ できる限り半月板温存”→ 機能回復をめざす治療が必要

üスポーツ，日常生活で
受傷多い

ü手術では切除術が多い



Background

血流が非常に乏しい
メカニカルストレスに暴露

半月板は修復機能が低い

半月修復を促す補填材料の高いニーズ

Fairbank T. J. JBJS 1948
Tapper E. M. et al. JBJS 1969
Henning C. E. et al. Clin Sports 
Med 1985

正常半月 損傷半月
半月機能の低下

軟骨損傷

ü 半月損傷によって変形性膝関節症のリスクが高くなる

材料: ウシ真皮由来 1型アテロコラーゲン

1cm

生体力学的特徴:半月板と同程度の剛性

telopeptide

tropocollagen

telopeptideatelocollagen

免疫原性のテロペプチドを除去

１.  コラーゲンを用いた

新規膝半月補填材の開発 (2002 - )

30-200μm 連通ポア構造

(KOKEN, JAPAN)

3. 大動物 安全性有効性試験
(2012 - )

ミニブタ10頭10膝（10-12ヶ月齢、体重40-60Kg）
内側半月（前-中節部)3×8mm 欠損
ACMを装填し縫合
6ヶ月後に評価

1. コラーゲン半月板補填群(n=4)
2. Defect群(n=4)
3. Normal群(n=2)

比較対照群

① 肉眼的評価
半月板コラーゲン

半月板補填
材

対照(欠損) 関節軟骨

2mm 2mm

inner部の変形

2mm

Complete healed

Normal
コラーゲン

半月板補填材 Defect

HE

② 組織学的評価

コラーゲン補填材良
好な修復

関節滑膜

軟骨損傷，反応性炎症滑膜増殖は認めない

コラーゲン半月板補填材の安全性

コラーゲン半月板補填材の有効性

①修復細胞のScaffold

半月様組織での修復
線維軟骨細胞優位

MSC
半月細胞

②生体力学機能の代償

大腿骨からの

荷重

変形治癒を防止

4. ヒト臨床研究 (FIH)
(2015 - )

症例：29歳・男性 右膝内側半月板複合断裂

MRI：T2強調
正面 側面

3次元構築MRI
側面

関節鏡画像

内側半月板中節部に欠損を伴う複合断裂を認める

欠損

Fibrin clot ACM

Fibrin clotに包埋したACMを欠損部に挿入して縫合

欠損部と
同サイズの

ACM

術後1年：術前症状は改善、明らかな有害事象なし

7例手術実施

世界初の安全で有効な
生体由来材料による

関節内治療用医療機器

5. 多施設企業治験
(2019-)

2.  非臨床生物学的安全性試験
(2008 - )

ü 欠損を持つ半月板損傷の
有効な治療法はない

6. 実用化
(2021 - )

アテロコラーゲン半月板補填材 開発・実用化
基礎研究 ー トランスレーショナルリサーチ（橋渡し研究） ー 臨床研究


