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手術手技の概要 
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術前計画 展開及びサイジング 

術前に患者の関節アライメント及び

最適なインプラントのサイズを評価

します。計画されたサイズの適否は

術中に確認できます。

横断面で距骨及び脛骨の位置を調整

します。 

外側切開から腓骨の斜め骨切りを行

い、後方遠位に反転させます。

足部を踵骨ピン及び踵骨ピンフックで

フットプレートに固定します。

前方内側関節切開により内側裂隙を

露出させます（適宜必要時）。 

はり出しを生じないM/L の最大サイズを測定します。 矢状面で関節を上下ロッド間の中心

付近に置き、位置を調整します。

冠状面で脛骨の位置を調整します。

脛骨外側縁

エッチングマーク

エッチングマーク

距骨の幅 

脛骨粗面に
垂直 

アライメント及び外固定
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止血鉗子 
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サイジング及びポジショニング

レールホールの準備骨の切削

脛骨をアライメントスタンドに固定

します。 

選択したインプラントのサイズに合

わせ、プレカットドリルにて骨に穿

孔します。 

トライアルを仮設置して可動性と安

定性を確認します。

腓骨を固定し、閉創します。 最終的なインプラントを挿入します。

被覆率から最終的なインプラントの

サイズを決定します。

カッティングガイドの回転軸を解剖

学的関節運動軸に合わせます。

インプラント用のレールホールを作

製します。 

専用のバーを用いて骨を除去します。 

トライアル整復 修復及び閉創 インプラントの挿入 

図 81 図 92 図 98
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図 1a 図 1b

Surgical Technique

術前計画
サイジング及びアライメント

 注記：初めてこの手術手技を行う前に本手術に精通した

医師からのトレーニングの受講を推奨いたします。

最適なインプラントのサイズを決定します（図 1a及び 1b）。

 •    足関節の A/P及びM/L両方の X線写真とテンプレート

を重ね合わせます（倍率に注意）。

 •    インプラントの骨被覆が最大ではり出しが最小限となる

こと及び骨切量を考慮してサイズを選択します。

 •     X線写真が不明瞭でインプラントのはり出しが生じるか

が不確かな場合は小さい方のサイズを選択してください。

 注記：このサイズは術中計測の際の確認に用います。

 警告：脛骨と距骨のインプラントサイズは同一サイズの

み適合します。

脚部と足部のアライメントを評価します。

 •     距骨傾斜が 10º以内であれば本手技によって矯正可能で

す。

 •    距骨傾斜が 10°を超える場合には本手術施術前の矯正が

推奨されます。

 注記：脚部及び足部の正確なアライメントはこの手技を

施行する上できわめて重要であり、術前に評価しなけれ

ばなりません。この手技は、全ての足部変形及び全ての

臨床的（足関節近位の）変形が矯正されていることが前提

になります。足関節の変形を矯正する前に本手技を進め

ることは、異常な摩耗、沈下、疲労骨折、インプラントの

ゆるみ又は不安定などの合併症につながるおそれがあり

ます。距腿関節における内反／外反のアライメント不良が

比較的軽度な場合（距骨傾斜 10°以内）は、本手技で対応

することが可能です。外反変形の場合、三角靭帯の再建

を行うか、あるいは三角靭帯を緊張させるため、より厚

いインプラントを使用することが必要となる場合がありま

す。いずれのタイプのアライメント不良でも、足関節は内

反のアライメントを避け、踵を正常な位置にして冠状面で

床と平行になるように再建してください。

 注記：本手技は X線透視を用いる必要があります。手術

室では X線透過性の手術台及びフルサイズの Cアーム

を用意してください。
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切開を開始します

図 2 図 3

術前に患者の関節アライメント
及び最適なインプラントのサイ
ズを評価します。サイズの適否
は最終的に術中に確認します。

展開及びサイジング
患者の肢位 関節の展開

 •    X線透過性の手術台に患者を仰臥位で設置します。

 •    足指が手術室の天井の方向へ向くように同側の股関節の

下に厚いパッドを置きます（図 2）。

 注記：手術台の中央にアライメントスタンドを置くため

患側の外側に十分なスペースを確保してください。アラ

イメントスタンドは執刀前に組み立てておいてください

（p.59参照）。

皮膚の展開

 •    腓骨遠位端の直下から、約 15cm近位までの皮切を行

います（図 3）。

 •    皮切部は、外果の正中線（mid-longitudinal line）より数

ミリ後方とします。

 •    脚部をアライメントスタンドの中に入れた状態で切開を

しないでください。

 注記：近位及び遠位で浅腓骨神経を回避するように注意

して切開を行なってください。

 注記：皮切の末梢側を足根洞に向けて十分に延長してお

くと、関節前方の展開が良好となります。
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ATFL
（切離）

CFL
（温存）

サジタルソーブレード

Surgical Technique

図 4 図 5PTFL
（温存）

•    外果の外側面、前面及び後面で骨膜剥離を行います。

 •    剥離を足関節の近位 1.5cmの距離まで伸ばします。

  前距腓靭帯（ATFL）を確認し、切離します（図 4）。

  •    ATFL の断端は温存して術後に修復できるようにします。

－外果下端に付着している踵腓靭帯（CFL）及び後距腓

靭帯（PTFL）は温存します。

 注記：腓骨の骨切り前に Kワイヤーを関節面に並行に刺

入して、イメージを確認し関節面の 1.5cm近位にマーキ

ングします。

 •    マイクロサジタルソーを用い、上外側から下内側に斜め

骨切りを行います。

 •    骨切りは関節面の近位 2.5～ 3.0cmから始め、腓骨骨切

り面が脛骨骨切り面にかからないように関節面の近位 1.0

～ 1.5cmで終わるように行います（図 5）。

 •    関節面の位置が不明瞭な場合、X線透視により骨切りの

高さを確認してください。

 注記：腓骨前方（関節の 1.5cm近位）から中枢後方に向

けた斜めの骨切りを行うと閉創時における腓骨長の調整

と同時に内反足の調整が可能となります。

外果の展開   腓骨の骨切り
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伏在静脈及び
伏在神経

切開

Kワイヤー

腓骨遠位部

図 6　 外側切開及び腓骨の斜め骨切り術を行い、後方遠位に反転さ
せます。

図 7　 前方内側関節切開により内側裂隙を展開します。

 •    エレバトリウムを外側裂隙に挿入し介在組織を切り取

ります。

 •    骨切りの遠位部にボーンフックを挿入し、関節が完全に見

えるようになるまで外果を後方遠位に反転させます。

‒腓骨遠位部の内側面の鈍的切開を行います。

‒  腓骨遠位部から靭帯結合／脛腓靭帯を解離し、完全

に反転させます。

 •    踵腓靭帯（CFL）及び後距腓靭帯（PTFL）を温存したま

まで外果を反転します。

 注意：PTFL及び CFLに過剰な力をかけないように注意

してください。

•    外果骨片を1.6mmのワイヤーで踵骨に固定します（図 6）。

ワイヤーを底側に足関節から離して曲げます。

足関節内側裂隙の展開（必要であれば）

 •    長さ約 3～ 4cm切開後、内果前方で前脛骨筋の内側に

3～ 4cmの皮膚切開を行なってください（図 7）。

 注意：伏在静脈及び伏在神経を損傷しないように注意し

てください。

  足関節周囲の解離

 •    先が鈍の器械（コブラスパ等）を用い、前後の関節包を

鈍的に剥離します。

 •    足関節の前・後両面を内側まで触診し、関節包剥離が十

分であることを確認します。

 •    可動域を考慮しながら関節周囲の骨棘を除去します。

 •    足部及び足関節を中間位にします。

 注記：十分な骨棘切除後に尖足（底屈拘縮）が認められ

る場合、腓腹筋の筋腱移行部解離術又はアキレス腱延長

術を検討してください。

Instruments

1.6mmのKワイヤー
（単回使用、滅菌品）

00-4501-040-01

外果骨片の反転 外果骨片の固定
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M/Lサイズの計測

側方はり出しを生じない最大のインプラントサイズを確認し

ます。

 •    距骨ドーム上部に沿わせ、脛骨と距骨の関節面の間に

M/Lサイザーを挿入します。

 •    外側から内側に向けてサイザーを挿入し関節を横切っ

て距骨内縁まで押し進めます。

 •    必要に応じて、関節を徒手的に操作し、関節腔内でサイ

ザーを自由に動かせるようにします。

 •    X線透視下でサイザー先端の位置を確認します（図 8）。

 •    距骨の幅を目視で評価し、M/L側の側方はり出しがなく

関節に収めることができる最大のインプラントサイズを

計測してください（図 9a、9b）。

 •    距骨の幅が中間サイズである場合、側方はり出しの可能

性を低減するため小さい方のサイズを選択してください。

 注記：この段階で計測されたサイズは、前／後方サイ

ザーにて確認されるサイズとともに適切なインプラントサ

イズの決定に利用します（アライメント調整及び外固定

参照）。

M/L/サイザー
00-4501-048-07

M/L/サイザーガイド
00-4501-048-00

図 8　 M/Lサイザーを距骨の内縁まで挿入する。

図 9b　 側方はり出しを生じないM/L幅の最大サイズを測定します。

図 9a

距骨の幅

エッチングマーク

エッチングマーク

Instruments

エッチングマーク

距骨の幅
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ヒールカップ
00-4501-052-03

ヒールサポート
00-4501-052-00

アライメント
スタンド
アッセンブリ

関節位置の調整

 注記：足部の変形矯正や足関節より近位部での脚アライ

メント矯正を行う場合は、全ての操作を終了してから、

この手技を行なって下さい。

  手術台にアライメントスタンドを置きます。

  ヒールカップをアライメントスタンドに取り付けます。

 •    フットプレートの遠位側からヒールサポートのシャフトを

適切なヒールサポート用の穴を通して挿入します。

 •    フットプレート近位側からヒールカップをシャフトの上に

スライドさせます（図 10）。

  脚部をアライメントスタンドアッセンブリに載せます（図

11）。

 •    踵部はヒールカップの上に載せてください。

 •    側面像で足関節が前後のフレームロッド間の中央にくる

ようにヒールカップの A/P位置を調整します。

 •    腓腹部はカフサポートの上のレッグレストの上に載せ

てください。

アライメント調整及び外固定

図 10 図 11

ヒールサポート

ヒールカップ

フットプレート

ヒールカップ
カフサポートブロック

Instruments



10 |  Trabecular Metal™ Total Ankle 手術手技

Surgical Technique

近位／遠位に移動
させる

ロックを外す

ロックを外す

脛骨粗面
垂直

脛骨稜

平行

脛骨稜

フットプレートブラケット

図 13　 矢状面で関節を中心に置き、位置を調整する。 図 15

図 12 図 14

 •    アライメントスタンドの近位端にある U字フレームの

4つのレバーファスナーのロックを外し、長軸方向のフ

レームロッドに沿って近位又は遠位にスライドさせ、ふ

くらはぎの中央から近位の真下の位置になるように調整

します。その後、レバーファスナーを再度ロックします

（図 12）。

 •    脛骨稜が長軸方向のフレームロッドと平行になるよう

にカフサポートブロックを追加又は取り外します（図

13）。

 •    脛骨粗面が垂直になるように脛骨を回旋させます。

フットプレートブラケットを中足骨頭の高さに設置します。

 •    フットプレートブラケットが内側では第 1中足骨頭部、外

側では第 5中足骨頭部で足部に接触するように調整しま

す（図 14）。

 •    フットプレートブラケットがフットプレートの適切なス

ロットで取り付けられていることを確認します。

足部をフットプレートに固定します。

 •    自着性伸縮包帯をフットプレートブラケットに通して足部

の上にゆるく巻きます（図 15）。

カフサポートブロックの調整

レバーファスナー

平行
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図 16　 水平面で距骨及び脛骨の位置を合わせます。 図 17

 •    足関節内側裂隙の面がスタンドの前後軸から内側に 5º～

10º傾斜するように下腿及び足関節の内外旋を調整しま

す（図 16）。

 •    ストレートレトラクター（曲げ伸ばし可能）を切開部位か

ら内側裂隙に挿入して確認します。これによって距骨滑

車がフレーム内で適切な位置にあることを確実にします。

•     併せて、距骨のアライメントの評価はセンタープローブ

を鈍側から任意のカッティングガイドの穴に通して距骨

の外側面にあて、距骨関節面と平行であるかを確認して

決定します。

 注記：足部の変形矯正や足関節より近位部での脚アライ

メント矯正を行う場合は、この手技を進める前に行って

ください。

 •    横断面の適切なアライメントが確保されたらブラケット

をフットプレートにしっかり固定します。

 •       必ず自着性包帯で足部の周囲を固定します。

 注記：踵部及び中足骨頭部でも接地状態を評価するた

め、足底部は半透明のフットプレートを通して見えるよ

うになっています。足部が冠状面でフットプレートにしっ

かりと接触していない（すなわち内反接地や外反接地の）

場合、次の行程に移行する前に足部変形の矯正が必要な

場合があります。この矯正は変形の部位（すなわち、距

骨下関節又は踵骨における後足部変形や中足関節におけ

る中足部変形）や程度に合わせて、適切に行なってくだ

さい。

  X線透視下前後像で距腿関節のアライメントを評価します。

 •    関節の適合性を評価します（図 17）。

 •    内反／外反のアライメント不良が矯正されていることを

確認します。

 •    正確な足関節 AP像（motise view）が得られるように調

整することで、適切な横断面アライメントが確認できま

す。

5-10°

10°基準

ストレートレト
ラクターを内側
裂隙に挿入しま
す

ストレート
レトラクター

00-4501-080-00

Instruments

足部アライメントの調整 前足部の固定

センタープローブ
00-4501-056-00
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神経血管束を回避する

切開部位

2.5cm 外側 内側

2.5cm

踵骨ピン
（単回使用、滅菌品）

00-4501-040-00

ラージクイック
コネクトHEX用

00-4450-093-00

ドリルスリーブ
00-4501-041-00

Surgical Technique

図 18 図 19

創外固定

踵骨の固定

踵骨ピンを踵骨の内側から外側に向けて挿入します。

 •    ピン挿入前に踵部の後方から約 2.5cm、底側位から約

2.5cmの位置に小切開を行います（図 18）。

 •    内側切開部位の組織を広げ、切開部にドリルスリーブを

挿入します。

 •    ドリルスリーブを用いて踵骨ピンを刺入します（図 19）。

‒  必ずフットプレート及びプレート後縁に平行となるよ

うに挿入します。

‒  適切な位置への挿入を確実に行うためには、X 線透視

による確認も検討してください。

 •    ドリルスリーブを抜去します。

 注意：神経血管束を回避するよう注意してください。

 注意：ラージクイックコネクト HEX用をリーマーハンド

ピースのヤコブスチャックに取り付けることで、ピンの

挿入がワンタッチになります。本アタッチメントはピンを

完全に把持する構造ではない為、ピンの落下に注意して

ください。

Instruments
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図 20a 図 20b

図 21

踵骨ピンフック

しなるまで締める

保護
キャップ

踵骨ピンフック
ファスナー

00-4501-052-01

踵骨
ピンフック

00-4501-052-02

踵骨ピンのフットプレートへの固定

 •    踵骨ピンフックを踵骨ピンフックファスナーに装着しま

す。

 •    踵骨ピンフックをフットプレートの適切な穴に挿入し

ます。

‒  フックは、ピンに前後方向のストレスが加わらない位

置に設置して下さい（図 20a）。

 •    踵骨ピンがわずかに湾曲するまで、両方の踵骨ピンフッ

クを同時にしっかり締めます（図 20b）。

‒  踵はフットプレートにしっかり引き寄せてください。

‒  フットプレートを通して足底の接地状態を確認しなが

ら行なって下さい（図 21）。

‒  足底面の均一な接地を確認してください。非対称的な

接地が認められる場合、踵骨ピンフックを調整し、適

切なバランスを取ります。

 •    踵骨ピンの先端に保護キャップを装着します。

 注記：踵骨ピンフックが十分にしっかり締められている

ことを確認します。Instruments



14 |  Trabecular Metal™ Total Ankle 手術手技

Surgical Technique

伏在静脈

切開

距骨ピンコネクター

図 22 図 23

ピン・ロッドクランプ・
ファスナー

00-4501-050-05 
00-4501-050-06 

ヒールサポート及びヒールカップを取り外します（図 22）。

距骨の固定

ピン・ロッドクランプをフットプレートの距骨ピンコネクター

に取り付けます。

 •    ピン・ロッドクランプを距骨ピンコネクターの近位端から

スライドさせ、クランプを可能な限り足部に近づけ、距

骨体部の遠位に位置するよう調整します。

 •    フットプレートの距骨ピンコネクター及びアームのクラン

プの位置を、ピンがクランプを通し距骨頸部に挿入され

るように調整します（図 23）。

 •    X線透視時に足関節が側方から良くみえるよう、クラン

プは踵骨体部の中心に配置してください。

ピン挿入のため距骨頸部内側に小切開を行います（図 23）。

 •    内果先端の約 1.0cm前方かつ 1.0cm遠位

 •    足根管の上方／背側

 •    伏在静脈の後方

 •    前脛骨筋腱と後脛骨筋腱の間

Instruments
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注記：X線透視を容易にするた
め、ピンは遠位から近位に角度を
付けて距骨頸部に挿入します。必
ずピン・ロッドクランプは足関節
の遠位にあるようにします。

調整

脛骨
アライメント
ロッド

脛骨の外側縁

図 24 図 25　 冠状面で脛骨の位置を調整します。

ドリルスリーブ
00-4501-041-00

レンチ
00-4450-075-00

TMA4.0 mm×150ピン
（単回使用、滅菌品）

00-4501-040-04

距骨をフットプレートに固定します。

 •    距骨頸部の切開部にクランプ及びドリルスリーブを挿

入し、4.0 mmピンによる、片側皮質骨固定（unicortical 

fixation）を行います（図 24）。

 •    X線透視により最適な挿入部位を測定してください。

 •    側方からの X線透視を容易にするために、ピンは遠位

から近位に角度を付けて挿入してロッドクランプを遠

位に設置できるようにして下さい。

 •    レンチを用いてピン・ロッドクランプを距骨ピンコネ

クターにしっかり締めつけます。

 •    ドリルスリーブはピンに付けたままでもかまいません。

 注意：ラージクイックコネクト HEX用をリーマーハンド

ピースのヤコブスチャックに取り付けることで、ピンの

挿入がワンタッチになります。本アタッチメントはピンを

完全に把持する構造ではない為、ピンの落下に注意して

ください。

脛骨の固定

脛骨のアライメントを確認します。

 •    X線透視により脛骨が脛骨アライメントロッドと正しい

位置関係にあることを確認します（図 25）。

 •    変形がない場合、脛骨アライメントロッドは A/P像に

おいて骨幹部中央付近で脛骨の外側縁と平行にしてく

ださい。

 •    変形がない場合、脛骨稜はM/L像において長軸方向の

フレームロッドと平行にしてください。

 •    距骨はM/L像において脛骨遠位部と適合した状態にし

てください。Instruments

ラージクイック
コネクトHEX用

00-4450-093-00



16 |  Trabecular Metal™ Total Ankle 手術手技

Surgical Technique

内側からピンを挿入

TMA5.0 mm×200ピン
（単回使用、滅菌品）

00-4501-040-05

ドリルスリーブ
00-4501-041-00

ピン・ロッドクランプ・
ファスナー

00-4501-050-05
00-4501-050-06 

カーボン
ファイバーロッド

00-4501-050-07

レンチ
00-4450-075-00

図 26 図 27

標準設定

  脛骨をアライメントスタンドのフレームロッドに固定します。

 •    脛骨の内側に 5.0mmピンを 2本挿入します（図 26）。

 •    距骨の固定同様に行います（小切開、ドリルスリーブ、

クランプで穴を開けます）。

 •    ピンは、足関節から近位約 20cmと近位約 5cmの位置

に挿入してください。

 •    ピンは、上方内側のフレームロッドでクランプに取り付け、

皮下の脛骨の前縁と後縁の中心に挿入してください。

 •    ドリルスリーブはピンに付けたままでもかまいません。

 •    骨質不良の場合を除き、片側皮質固定（unicortical 

insertion）を推奨します。

 •    レンチで全てのクランプをしっかり締めます。

 注記：変形矯正を行う場合には、両皮質固定が有効です。

A/P方向のアライメント矯正を要する場合には遠位ピン

を前方から刺入し、距骨ピンとの間で連結します。

 注意：ラージクイックコネクト HEX用をリーマーハンド

ピースのヤコブスチャックに取り付けることで、ピンの

挿入がワンタッチになります。本アタッチメントはピンを

完全に把持する構造ではない為、ピンの落下に注意して

ください。

 テクニックのコツ：矢状面での適切な一致を維持するに

は、ピン固定の間、助手に脛骨を適切な位置に保持して

もらいます。

カーボンファイバーロッドを用いて脛骨の固定力を高め

ます。

 •    脛骨遠位に挿入したピンの脚部側にピンロッドクランプ

を設置します。

 •    フレームの下方内側のロッドにもう一つのピンロッドクラ

ンプを設置します。

 •    ピンロッドクランプにカーボンファイバーロッドを通し、

しっかり締めます（図 27）。Instruments

20cm

5cm

ラージクイック
コネクトHEX用

00-4450-093-00
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TMA5.0 mm×200ピン
（単回使用、滅菌品）

00-4501-040-05

ドリルスリーブ
00-4501-041-00

ピン・ロッドクランプ・
ファスナー

00-4501-050-05
00-4501-050-06 

カーボン
ファイバーロッド

00-4501-050-07

レンチ
00-4450-075-00

Instruments

オプション設定

脛骨遠位の関節面から上方約 5cmの脛骨前部に 5.0mm

ピンを挿入します。距骨固定と同じ方法を使用して下さい

（図 28）。

前方軟部組織に注意してください。

挿入後には 5.0mmピンは脛骨の矢状面のアライメント獲

得のために使用します。カーボンファイバーロッドを 2つ

のピン・ロッドクランプを使用して上部フレームに取り付

けます。ピン・ロッドクランプを使用して5.0 mmピンをカー

ボンファイバーロッドに取り付けます。2本目のピンは関

節面の約 20cm上の脛骨内側に挿入してください。ピンは

上部内側のフレームロッドのクランプに取り付け、脛骨の

中央に配置してください（図 29）。

ドリルスリーブはピンを通したままにすることができま

す。骨質が悪い場合を除いて、ピンは片側皮質での固定

を推奨します。すべてのクランプをレンチで締めます。さ

らなる安定性のために 2本目のカーボンファイバーロッド

をピン・ロッドクランプを使用して、距骨ピンや遠位脛骨

ピンに取り付けることもできます。

 注記：追加カーボンファイバーロッドとピン ・ロッド

クランプは TMアンクルサプリメントキットに含まれ

ています。

 注意：ラージクイックコネクト HEX用をリーマーハンド

ピースのヤコブスチャックに取り付けることで、ピンの

挿入がワンタッチになります。本アタッチメントはピン

を完全に把持する構造ではない為、ピンの落下に注意し

てください。

図 28 図 29

ラージクイック
コネクトHEX用

00-4450-093-00
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Surgical Technique

取り外す

図 30a

図 30b

図 30c

図 31

適切なアライメント及び三角靭帯の緊張を確認します。

 •    内反／外反変形の矯正を容易にするため又は三角靭帯の

弛緩を調整するため、必要に応じ、徒手的に足関節を牽

引します。

 •    足関節の牽引は近位側ピン・ロッドクランプのロッド側

を緩めることによって行います。

 •    適切なアライメントが得られたら、クランプを再度しっ

かり締めます。

最終的なアライメントを X線透視下で確認し、必要であれ

ば調整を行います（図 30a、30b及び 30c）。

 •    X線透視を容易にするため、脛骨アライメントロッドを取

り外します（図 31）。
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図 32　 A/Pの被覆率から最終的なインプラントサイズを決定 図 33　 回転させ、カッティングガイドを垂直方向に調整

止血鉗子

A/Pサイザー
00-4501-048-01_06

サイジング

最終的なインプラントサイズを確認します。

 •    M/Lサイザーで選択したサイズの A/Pサイザーを選択し

ます。

 •    選択されたサイズの骨切り面と計画した骨切面を比較す

るため、小さい止血鉗子（モスキートペアン）を用いて A/P

サイザーを関節腔の外側骨面に押し当てます（図 32）。

‒  骨被覆率は最大にしてください。

‒  A/P方向のはり出しが過大な場合は、1サイズ下のサ

イザーを選択して下さい。

‒  計測値が中間の場合、小さい方のサイズを選択します。

‒  A/Pサイザーは脛骨と距骨を同時に覆っている必要は

ありません。それぞれの側面を別々に評価するため、

サイザーは距骨の周りを回転させることも出来ます。

 警告：距骨及び脛骨コンポーネントのサイズは同一サイ

ズのみ適応します。脛骨及び距骨コンポーネント両方に

共通サイズを選択して下さい。

 注意：M/L方向のはり出しが生じないようにします。M/

Lサイザーで計測したサイズは、許容可能な最大のサイ

ズです。

ポジショニング

カッティングガイドを取り付けます。

 •    選択したサイズのカッティングガイドをラテラルカットガ

イドアッセンブリに取り付けます。

 •      カッティングガイドピンのペグをカッティングガイドの

ディスタルロックホールに挿入します（図 33）。

 •    必ずロック／ロック解除のマークが外側に向くように装

着します。

サイジング及びポジショニング

カッティングガイド
00-4501-047-01_06

カッティング
ガイドピン

00-4501-075-00

カッティングガイド

ディスタルロックホールペグ

1.

2.

カッティング
ガイドピン

ラテラルカットガイドアッセンブリ

Instruments

インプラントサイズの選択と位置の確認

ロック ロック解除
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Surgical Technique
回転させ、カッティングガイドを垂直方向に調整 

カッティングガイド
00-4501-047-01_06

カッティング
ガイドピン

00-4501-075-00

センタープローブ
00-4501-056-00

ここに圧力をかける 

図 34　 カッティングガイドシステム 図 35

•    センタープローブをカッティングガイドの「POSITION」

の穴に通します。

 •    センタープローブの先端が距骨ドーム上部で距骨外側に

接触し、脛骨と距骨の中央にくるようにカッティングガ

イドシステムを調整します（図 34）。

 注記：示されている楕円形のエッチング部分を押すと、

ラテラルカットガイドアッセンブリがスライドしやすくな

ります（図 35）。

Instruments
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2. 180°

1.

3.

図 37

ラテラルカットガイドアッセンブリを所定の位置にロッ

クします。

 •      スライドロックをしっかり締め、ラテラルカットガイド

アッセンブリの近位／遠位の移動を防ぎます（図 36）。

 •      カットガイドロックをしっかり締め、A/Pの移動を防ぎます。

インプラント設置後の関節面位置を確認し、最終的なカッ

ティングガイドの位置を確認します。

 •      カッティングガイドピンを引っ張り、回旋ロックの解除を

行います（180º回転させ、ペグをカッティングガイドの

近位側の穴に嵌めます）（図 37）。

スライドロック

ラテラルカットガイド
アッセンブリ

カットガイド
ロック

図 36
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Surgical Technique

 •      カッティングガイドは自由に回転できます。

 •      プローブを前後に弧を描くように動かし、インプラント

設置後の関節面位置を評価します（図 38a、38b及び

38c）。

図 38a 図 38b

図 38c　 カッティングガイド軸を解剖学的な関節の回転中心に配置
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図 39　 赤線はセンタープローブの動き。白線は脛骨／距骨の関節面

図 40

 •      インプラント設置後関節面の回転中心と解剖学的構造の

回転中心を比較します。

 •      必要に応じて、ラテラルカットガイドアッセンブリの該当

するロックを緩め、プローブのスイープが適切な関節面

を描くまで A/P及び、又は近位／遠位の位置を調整しま

す（図 39）。ロックを再度しっかり締めます。

 テクニックのコツ：変形が強く、関節面の決定が困難な

場合、A/Pサイザーによってアライメントをとることが

容易になる場合があります。サイザーをおおよその関節

面で外側骨面に押し当てます。カッティングガイドに通

したセンタープローブをサイザーの中央の穴の位置と合

わせます。

予想される骨切を評価し、必要に応じて調整します。

 •      「TALUS」の穴を用いてスイープを繰り返し、切除される

距骨の量を確認します（図 40）。

 •      「TIBIA #1」と表示された脛骨の穴にセンタープローブを

通しスイープを繰り返し、切除される脛骨の量を確認し

ます。

 •      脛骨又は距骨のいずれかから過剰に骨が切除される場

合、ラテラルカットガイドアッセンブリの位置を調整しま

す。

 •      スライドロックを緩め、ラテラルカットガイドアッセンブ

リをそれに応じて近位又は遠位にスライドさせます。

 •      それぞれのプローブのスイープを慎重に繰り返し、関節

及び骨切の位置を確認します。

 •      次の工程に入る前に全てのロックが完全にしっかり締め

られていることを確認します。

 注記：プローブのスイープによって、軟部組織を避けな

がら後方及び前方の過剰な骨切除に注意して下さい。

前方

前方前方 前方

前方

後方

前方過ぎる

後方過ぎる

理想的 /バランスの
取れたジョイントライン近位過ぎる 遠位過ぎる

後方後方 後方

後方

遠
位

遠
位

遠
位

遠
位

遠
位

近
位

近
位

近
位

近
位

近
位
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Surgical Technique

プレカッティングガイド 

1.

2.

カッティング
ガイドピン 

プレカッティング
ガイド 

00-4501-046-01_06

カッティング
ガイドピン

00-4501-075-00

プレカットガイド
ドリル 

00-4501-059-00

図 41

プレカッティング

 注記：脛骨及び距骨のプレカッティング孔は、最終段階

で正確な骨切除を確実に行うためにきわめて重要です。

おおまかな骨切除のためプレカッティングガイドを取り付け

ます。

 •    プレカッティングガイドは、脛骨及び距骨に一連の穴を

作製するために用います。

 •    カッティングガイドを取り外し、同じサイズのプレカッ

ティングガイドと付け替えます。

 •    カッティングガイドピンでプレカッティングガイドをロッ

クし、回転を防止します（図 41）。

 •    必ずロック／ロック解除のマークが外側に向いているよ

うにします。

 •    A/Pストッパーを完全に締め、プレカッティングガイドを

しっかり固定します。

 注記：脛骨及び距骨それぞれに最適な骨孔を確実にあけ

るために、プレカッティングガイドの回転は脛骨及び距

骨別々に調整することができます。ポジショニング及び

解剖学的な相違によって、いくつかのガイド孔は骨と完

全に一致しない場合があります。距骨用の最も前方又は

後方のガイド孔が骨とかみ合わない場合、インプラント

を適合させるために骨切除の微調整が必要になる場合も

あります。

骨の準備

Instruments
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図 42　 選択したインプラントサイズに合わせ、骨に穿孔します。 

プレカッティングガイドを用いて大まかな骨切除を行い

ます。

 •    プレカットガイドドリルを用い、プレカッティングガイド

の両方の列にそれぞれの穴を開けます（図 42）。

 •    ペックドリリング法 *を用い、ドリルが誤った方向に向か

うことを防止します。

 •    選択したサイズのエッチングの線が骨の外側縁に接触す

るまで穴を開けます。

 •    距骨及び脛骨両方のプレカットを行います。

 •    ドリリング中に X線透視により内側への穿孔リスクを最

小化してください。

サイズ 3-4

サイズ 1-2

サイズ 5-6

プレカッティング
ガイド 

00-4501-046-01_06

カッティング
ガイドピン

00-4501-075-00

プレカットガイド
ドリル 

00-4501-059-00

Instruments

最終的な骨切除のためカッティングガイドを取り付けます。

 •    カッティングガイドは、スイーピング バー テクニックに

よる骨切除のガイドとして用います。

 •    A/Pストッパーを緩め、プレカッティングガイドを取り外

します。

 •    カッティングガイドを取り付けます。

 •    カッティングガイドピンは、ペグが中枢側のロック解除

の位置にセットします。

骨切除

*  ペックドリリング法：ドリルの出し入れを繰り返し、少し
ずつ穴をあけ徐々に深くまで穿孔する方法
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ハンドピース

マイクロドリルへ
バー

バーガード
スライド

クランプ

適合するマイクロドリル 対応するバーガード

Brasseler PneuMicro™* Model PM

バーガードA
Hall®+ Micro 100™+ Model 5053

Hall+ MicroPower™+ Model 6020

Hall+ MicroPower™+ Model 6021

MicroAire®‡ 1930 Micro Drill バーガードB

Stryker®± 5100-15-250 MD Series  
Medium Straight Attachment**

バーガードC
Stryker®± 5100-15-270 MD Series 

 Long Straight Attachment**

TMAバー
（単回使用、滅菌品）

00-4501-076-00

バーガード A
00-4501-077-00

バーガードB
00-4501-081-00

- 又は -

バーを適合するドリルと組み立てます。

 •    中速マイクロドリルの安全スイッチを「SAFE」の位置に

セットします。

 •    バーをマイクロドリルに取り付けます（図 43）。

 •    図 44に示す適合デバイスの使用が必要です。

 •    マイクロドリルと完全にかみ合うまで、対応するバーガー

ドをバー上にスライドさせます（図 45）。

 •    バー及びバーガードを適切な位置にロックします。

 •    バーが完全にかみ合い、ハンドピースにロックされてい

ることを確認します。

図 43

図 45

図 44

Instruments

* PneuMicroはBrasseler U.S.A., Inc.の商標です。
 + Hall、Micro 100及びMicroPowerはLinvatec Corporationの商標です。
‡MicroAireはMicroAire Surgical Instruments LLCの商標です。
± Strykerは日本ストライカー株式会社の商標です。
** ドリルのスピードは20,000RPMsを超えないものを選択してください。
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代替手技

 注記：この操作では標準的なバー及びハンドピースを

使用することが推奨されます。ここに示す代替品は、

推奨されるハンドピースが術中の破損等で使用出来な

い際に代替えとして使用するためのものです。

代替えのオルタネートバーを標準的なボーンドリルと組み

立てます。

 •    バーガード Aをオルタネートバー上にスライドさせま

す（図 46）。

 •    バーガードが完全に嵌るまでオルタネートバーの

チャックエンドをドリルバーアダプターに送り込みま

す（図 47）。

 •    バーガード Aを適切な位置にロックします。

 •    標準的なヤコブスチャックを用いてオルタネートバー

をドリルに組み立てます。リーマーアタッチメントの

使用は推奨されません。

 •    必ずドリルチャックがドリルバーアダプターに接触し

ないようにしてください。

 •    バーが完全に嵌って、ドリルにロックされていること

を確認します。

 注記：標準のバーはオルタネートバーとサイズが異な

るため、本手技では使用出来ません。

 注記：オルタネートバーを使用する際、一方の手で

バーガードのフレアエンドを持ちながら、もう一方の

手でドリルを持ち、使用中のバーガードの回転を防止

してください。

代替のハンドピース

図 46 図 47

Instruments

TM専用
オルタネートバー
（単回使用、滅菌品）

00-4501-076-01

バーガードA
00-4501-077-00

ドリルバーアダプター
00-4501-078-01

ドリルバーアダプター

オルタネートバー

ドリルバーアダプター

クランプをしっかり締める
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距骨トライアル

エクステンション

内側の切除深さを
確認する

スライドさせる

バーガード
バーガードストップ

バーガードストップ
00-4501-057-00

距骨トライアル
00-4501-011_016-00
00-4501-021_026-00

Instruments

図 48 図 49

バーガードストップを用いて内側切削の深さを制限します。

 •    バーアッセンブリをカッティングガイドの「TALUS」の穴

に挿入し、バーの先端が距骨ドームの頂点で距骨の外側

に接触するまで進めます（図 48）。

 •    バーガードストップをカッティングガイドより手元側に、

エクステンション部の矢印がガイドの方向を向くように

取り付けます。

 •    バーガードストップの位置をセットします（図 49）。

1.   選択したインプラントサイズの距骨トライアルをバー

ガードの上に載せ、中央部分の内側縁がカッティングガ

イドの外側に接触するようにして、切削が必要なインプ

ラントの全幅分が確保されるようにします。

2.   バーガードストップのエクステンション部がトライアル

の外側縁に接触するまで内側にスライドさせます。

3.   バーガードストップのノブをしっかり締めます。

4.   距骨トライアルを取り外します。

距骨面の切削
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5 mmスペーサー

A/Pストッパー

調整する

調整する

5 mmスペーサー
00-4501-057-05

A/Pストッパー（2ケ）
00-4501-073-00

Instruments

図 50 図 51

5 mmスペーサーを取り付け、内果部の過剰切除予防のた

めに最初の距骨切除幅を制限します。

 •    5mmスペーサーをバーガードストップとカッティングガ

イドの間でバーガードに嵌めます（図 50）。

 •    距骨の残りの部分は、脛骨切削後に直視下で確認しなが

ら切削します。

切除前に A/P方向の距骨切除範囲を確認します。

 •    A/Pストッパーを完全にゆるめます。

 •    バーを回転せずに前後にスイープさせて切削の範囲を確

認します。

 •    腓骨がスイープを妨害しないよう十分遠位にあることを

確認します。

A/Pストッパーをセットすることによって A/P方向の切除範

囲を制御します。

 •    A/Pストッパーの先端がカッティングガイドに接触する

まで、ノブを回して前後それぞれのストップ位置をセッ

トします（図 51）。

 •    プレカッティングガイドを用いて先に穴を開けた最も前

方及び後方の距骨の穴は、最低限必要な A/Pの距骨切

除範囲を示します。

 •    バーの先端の中心は、プレカッティングガイドによる最

も前方及び後方の距骨の穴の中心と一致させて下さい。
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ポステリア
ティッシューレトラクター

扁平鈎

ポステリア
ティッシューレトラクター

00-4501-082-00

Instruments

図 52 図 53

切除中に重要な周辺組織を保護するためにレトラクターを

挿入します。

 •    扁平鈎を前方に挿入し、前方の軟部組織を保護します（図

52）。

 •    ポステリアティッシューレトラクターを足関節の後方に挿

入し、後方の軟部組織を保護します。

距骨の切除：連続した骨孔作製のステップ

 •    バー先端の刃を用いて骨の内側に数ミリ進めることで骨

皮質を掘削します。

 •    距骨全てのプレカッティング孔に同じ操作を行い連続し

た骨孔を作製します（図 53）。

 注記：熱の発生を低減するため、掘削中は潅注を行なっ

てください。

 注記：代替用のオルタネートバー又はバーガード Bを用

いる場合、バー回転時にバーガードも回ってしまわない

ように保持して掘削してください。
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時計回りの
方向にスイープ

図 54　付属のバーを用いて骨を除去 図 55

距骨の切削：スイープ動作のステップ

 •    穿孔部分をつなげるようにバーをスイープさせます（図

54）。

 •    表面をより滑らかにするため、距骨は時計回りの方向に

のみ切削します。

 •    カッティングガイドには軽微な遊びがあるため、常に片

手でカッティングガイドを把持してコントロールしなが

ら、もう一方の手でボーンドリルを持ち、一緒に回転さ

せることで均一な切削が可能になります。

 •    切削性能が低下した場合、新しいバーを用いることを検

討してください。

 注記：切削骨は腓骨欠損部への移植のためにできるだけ

取っておいて下さい。

 注記：前後端の切削は視野が良好となってから完成させ

ます。

5mmスペーサーの深さまで骨切除の段階を数ミリずつ繰り

返すことによって、初期の距骨切除を完了します。

 •    同じペック＆スイープテクニックを用いて、数ミリメート

ルずつ距骨掘削を繰り返し行います。

 •    5mmスペーサーがカッティングガイドに接触するまで繰

り返します（図 55）。

 •    必要に応じて随時 X線透視により器械の位置を確認しま

す。

 注記：この時点では距骨の内側縁はまだ掘削されませ

ん。
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Surgical Technique

図 56 図 57

脛骨切除量を確認します。

 •    5mmスペーサーを取り外し、脛骨からインプラントの深

さが完全に切除されることを確認します（図 56）。

 •    バーガードストップの位置は絶対に変えないでください。

 •    バーアッセンブリをカッティングガイドの「TIBIA #1」の

穴に挿入します（図 57）。

 •    A/Pストッパーをゆるめます。

 •    切削することなく、バーを回転させずにスイープさせて

切削の前後端の位置を特定します。

 •    脛骨は前方から後方まで残さず切削します。

 注記：前後の周辺組織を保護するため、最初は前後の皮

質骨を残したままで中間部分の切削を行います。

 注記：Tibia #1カットの完成時に関節面側の残存骨はリ

ウエル、又は鋭匙鉗子、パンチ等で可能な限り切除し、

切除骨を移植用に保存します。

脛骨面の切削
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A/Pストッパー（2ケ）
00-4501-073-00

注意する

調整する

調整する

反時計回りの
方向にスイープ

Instruments

図 58a

図 58b

図 59

・A/Pストッパーをセットすることによって A/P方向の切除

範囲を制限します。

 •    A/Pストッパーの先端がカッティングガイドに接触する

まで、ノブを回して A/Pストッパーの位置を調整します

（図 58a）。

脛骨を切削します。

 •    前後の周辺組織を保護するため、最初は前後の皮質骨を

残したままで中間部分の切削を行います。

 •    距骨と同様の手技を用いますが、切削の際は反時計回り

の方向にバーをスイープさせます（図 58b）。

 •    バーガードストップがカッティングガイドに接触するま

で、ペック＆スイープを繰り返します。

 •    バーが脛骨の内側に近づいたら、X線透視により内果に

切り込まないように確認します（図 59）。

 •    必ず後方及び前方レトラクターも適切な位置に置き、周

辺組織を保護します。

•    中間部分の切削が終わったら、前後の皮質骨を切削しま

す。
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図 60 図 61

切除部分から残存する骨片を除去します。

 •    残存する脛骨の薄片を小さい骨鉗子で除去します。

 •    関節から得られる骨片があれば洗浄し、後にグラフトと

して使用するため収集しておきます。

 •    「TIBIA #2」の穴で残りの脛骨の切除を行います。

 •    バーアッセンブリをカッティングガイドの「TIBIA #2」の

穴に挿入します（図 60）。

 •    バーガードストップの位置を変更しないでください。

 •    切除した脛骨の内側壁に残存する骨を除去するため、必

要に応じて A/Pストッパーを再調整します。

 •    バーガードストップがカッティングガイドに接触するま

で、ペック＆スイープテクニックを用いて内側壁に残存

する骨の切削を完了します。

A/PストッパーをセットすることによりA/Pの切除範囲を制

限します。

 •    バーアッセンブリをカッティングガイドの「TALUS」の穴

に再度挿入します（図 61）。

 •    A/Pストッパーを初めに設定した距骨面の範囲に調整し

ます。

•    必ず後方及び前方レトラクターも適切な位置に置き、組

織を保護します。

 •    さらにストレートレトラクター（曲げ伸ばし可能）を内側

裂隙に挿入すると、内果を過剰切削から保護できます。

最終的な距骨面の切削



35 |  Trabecular Metal™ Total Ankle 手術手技

レトラクター配置

1～2 mm調整

距骨面全体を
除去

図 62 図 63

バーガードストップの深さまで、距骨を切除します。

 •    バーガードストップがカッティングガイドに接触するま

で、距骨の残存する内側部分の切除を時計回りの方向に

続行します（図 62）。

 •    切除後、視野を妨げる可能性のある骨片を取り除きます。

 •    内側切開及び脛骨の切除は視野を広げ、内及び後方内側

の軟部組織の誤った切除防止に役立ちます。

 •    必要ならば、X線透視を用いてください。

 注記：後方内側には神経血管束が近接しているため、必

ずポステリアティッシューレトラクターで神経血管束を

バーから保護してください。

切除部分に残存する骨を慎重に除去します。

 •    バーガードストップを外側に 1～ 2mm単位で徐々に調

整、ロックし、内側の距骨面全体の切除を行います（図

63）。

 •    インプラントを完全に設置するため、後方内側の角を含

め残存する突起がないよう、必ず表面全体を完全に切除

します。

 •    骨切除部分を触り、骨の突起が十分に除去されているこ

とを確認します。

 注意：バーが内果に接触、又は傷つけないように注意し

てください。
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脛骨コンポーネント

距骨コンポーネント

脛骨レールホールドリルガイド

距骨レールホールドリルガイド

キー スロット

脛骨レールホールドリルガイド
距骨レールホールドリルガイド

距骨レールホール
ドリルガイド

00-4501-011_016-06
00-4501-021_026-06

脛骨レールホール
ドリルガイド

00-4501-031_036-06

Instruments

図 64 図 65

レールホールドリルガイドを挿入

レールホールドリルガイドを組み立てます。

 •    左右及び適切なサイズの距骨及び脛骨レールホールドリ

ルガイドを選択します。

 •    ドリルガイドは最終的なインプラントの寸法を再現し

ているため、適切な骨切り及びインプラントのポジショ

ニングを確認します（図 64）。

 •    キー／スロットを組み合わせドリルガイドを連結します

（図 65）。

 注記：適切なインプラントのポジショニングを確保する

上でドリルガイドの適切な位置決めはとても重要です。

インプラントのM/Lの深さ、A/Pの位置及び軸方向のア

ライメントはレールホールによって決定されます。

レールホールの準備
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挿入

必ず外側のはり出しがない
ようにします

Chaput結節

図 66 図 67

 •    レールホールドリルガイドを距骨と脛骨の間の足関節

切除部に挿入し、ドリルホールを外側に向けます（図

66）。

 •    ドリルガイドは切除された距骨面の中心にセットしま

す。

‒  脛骨内側にインピンジする場合、ガイドを取り外し、

カッティングガイドを用いてさらに脛骨を切除します。

‒  脛骨の Chaput結節（前下脛腓靭帯付着部）がインピ

ンジしている場合、ガイドを取り外し、突起を十分に

切除し、完全な挿入を可能にしてください。

 •    レールホールドリルガイドの位置を徒手的に調整し、

希望するM/L及び A/Pの位置にあることを確認しま

す。

 •    ガイドは、外側のはり出しが決して生じないように十

分内側に設置します（図 67）。

 •    各骨の最適な A/P被覆率が得られるように、2つのガ

イドは互いに回旋させることができます。

 注意：レールホールドリルガイドは打ち込まないでく

ださい。

 注記：ドリルガイドを中心にセットするために、脛骨

の追加切除（骨内側及び、又は Chaput結節の切除）

が必要な場合があります。

レールホールドリルガイドの設置
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スプレッダーピン
インサーター

00-4501-045-00

スプレッダーピン
00-4501-045-01_04

Instruments

図 68 図 69

 •    適切な位置でのレールホール作成を確実に行うため、ガ

イドは骨表面にしっかりと適合させてください。

 •    スプレッダーピンインサーターを用いて最小のスプレッ

ダーピンを 2つのドリルガイド間に挿入します（図 68）。

 •    脛骨側と距骨側のレールホールドリルガイドを挟むよう

に動かし、そのフィット性を確認します。

 •    ガイドが均一に少し緩み骨の切削面にぴったり接触して

いない場合、スプレッダーピンを取り外し、厳密なフィッ

トが得られるまでより太いスプレッダーピンを挿入しま

す。

 注意：スプレッダーピン又はスプレッダーピンインサー

ターは打ち込まないでください。

 注記：スプレッダーピンがレールホールドリルガイドの

内側縁を越えないようにしてください。

レールホールドリルガイドの位置を目視で確認します。

 •    骨切除部への適切な軸方向の向きを確保するため、レー

ルホールドリルガイドのスリーブがフレームロッドに対し

て垂直であることを確認します（図 69）。

スプレッダーピン挿入によるタイトフィットの確保
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脛骨軸

許容不可能な間隙の例

図 70 図 71 図 72

X線透視下によるレールホールドリルガイドの
アライメント評価
•    レールホールドリルガイドが正確に設置されているか

を確認します。これは、インプラントのレールがどこ

に位置するかを決定するために行います。

 •    X線透視下でレールホールドリルガイドの A/P及び

M/L両方の位置を確認します。

 •    A/P像において、腓骨に接触するおそれのある脛骨又

は距骨の外側縁でのはり出しを避けるため、レール

ホールドリルガイドが十分内側に挿入されていること

を確認します（図 70）。

 •    A/P像においてレールホールドリルガイドのゆがみが

ないかを確認します。

 •    ドリルガイドが脛骨軸に対して中心に位置するように

配置します。コンポーネントを中心に合わせるには脛

骨レールホールドリルガイドのノッチ部分を参照しま

す。

 •    M/L像において、両方のレールホールドリルガイドが

前・後方それぞれのコンポーネントのはり出しを最小

限にするよう設置されているかを確認します（図 71）。

 注記：レールホールドリルガイドの位置を大幅に調整

する必要がある場合、スプレッダーピンを一時的に取

り外さなければならない場合があります。

 注記：腓骨が距骨レールホールドリルガイドに当たる

場合、助手に腓骨を離して保持してもらい、十分な深

さまでレールホールドリルガイドによるドリリングが

できるようにします。

 注意：脛骨に A/Pのはり出しがある場合、はり出しが

前方で発生するようにコンポーネントを配置します。

後方のはり出しは周囲構造に影響を与える場合があり

ます。

X線透視下で適合性を評価

 •    インプラントを正確に設置するため、レールホールド

リルガイドは脛骨及び距骨に隙間なく接触させてくだ

さい。

 •    A/P及びM/Lの X線像を用い、レールホールドリルガ

イドと骨切面の適合性を確認します（図 72）。

 •    レールホールのドリリングによって除去される部分を

除き、レールホールドリルガイドと骨の間に顕著な間

隙があってはいけません。

 •    間隙がある場合、原因を特定し、レールホールドリル

ガイドを取り外し、骨切除面を修正します。バー又は

小さなラスプによる骨切除の追加が必要な場合があり

ます。

 •    骨切除面の修正後、レールホールドリルガイドを元に

戻し、準備した骨表面との適合性を再確認します。
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Kワイヤー

近位に移動

TMA1.6 K ワイヤー（6本入り）
（単回使用、滅菌品）

00-4501-040-01
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図 73 図 74

ラテラルカットガイドアッセンブリを近位に動かし、レール

ホールのドリリング中の接触を低減します（図 73）。

 注記：レールホールドリルガイドの最終設置が終了す

るまでには、ラララルガイドアッセンブリは絶対に動

かさないで下さい。

Kワイヤーを用いてレールホールドリルガイドを骨に取り付

けます。TMA1.6 Kワイヤー 4本でレールホールドリルガイ

ドを固定します（図 74）。

 注記：Kワイヤーを挿入する前に、距骨レールホールド

リルガイドにおけるKワイヤーの穴の軌道を確認します。

 注意：Kワイヤーを挿入する際、レールホールドリルガ

イドの位置を変更しないようにしてください。

 注意：Kワイヤーが内側皮質を越えないようにすること

によって皮膚及び軟部組織を保護します。
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レールホール
スタビライザー

挿入

ペック
ドリル

レール
ホールドリル

00-4501-058-00

レールホール
スタビライザー（4本） 

00-4501-058-01

Instruments

図 75　 インプラントのレールホールの穴を開ける 図 76

レールホールのドリリング

レールホールの穴を開けます。

 •    レールホール用 5 mmドリルを脛骨レールホールドリ

ルガイドのスリーブ 1本に挿入します。

 •    ペックドリリング法を用い、ストッパーがスリーブに

接触するまでドリルを進めます（図 75）。

 •    ドリルを取り外し、レールホールスタビライザーをス

リーブに挿入します（図 76）。

 •    脛骨レールホールドリルガイドの 2番目のスリーブを

通してドリリングを繰り返します。

 •    2本目のレールホールスタビライザーをスリーブに挿

入します。

 •    同様に距骨レールホールを作製します。

 •    最後の穴を開ける前に、距骨ホールにレールホールス

タビライザーを挿入したことを確認します。

 •    ドリリング終了後、4つ全ての穴にレールホールスタ

ビライザーが挿入されていることを確認します。
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同じ深さ

平行

図 77 図 78

X線透視下でレールホールのアライメントを確認します。

 •    レールホールドリルガイドが骨と完全に接触しているこ

とを確認します（図 77）。

 •    M/Lの X線透視によりリフトオフが認められないことを

確認します。

 •    レールホールスタビライザーによってレールホールドリ

ルガイドが骨切面から浮いている場合、再度レールホー

ルを開け、修正します。

深さの一致及びアライメントを得るため、開けたレールホー

ルを確認します。

 •    Kワイヤー及びスプレッダーピンを取り外します。

 •    レールホールスタビライザーを抜いてからレールホール

ドリルガイドを取り外します。

 •    レールホールを確認し、正確に掘削できていること、レー

ルホールのサイズが一致していること、並びにレールホー

ルが互いに平行していることを確認します（図 78）。

 •    レールホールが関節全体で一致していない場合、ガイド

を再度挿入し、ドリリングを繰り返すことによって問題を

修正します。

 •    必要ならば、キュレットでレールホールの両端をきれい

にします。

 注意：レールホールが正しくドリリングされていない場

合、インプラントは正しく設置できません。

 注記：意図的に、レールホールが脛骨及び距骨の切除部

分の内側縁まで来ないように設計されています。
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距骨トライアル
00-4501-011_016-00
00-4501-021_026-00

脛骨トライアル
00-4501-030_036-00_06

脛骨トライアル

挿入

距骨トライアル

Instruments

図 79

トライアルを挿入し、関節の安定性を確認します。

 •    左右及び適切なサイズの距骨及び脛骨トライアルを徒手

的に挿入します（図 79）。

 •    厚さ（+0）の脛骨サーフェイストライアルを挿入します。

 •    サイズ表記がトライアルの外側に表示されていることを

確認します。

 •    トライアルの外側はり出しがないことを確認します。

 •    外果骨片からKワイヤーを抜去し、腓骨を整復して骨と

のインピンジメントがないことを確認します。

 •    トライアルが骨表面と正確に接触して設置されているこ

とを確認します。

 •    トライアルのレールが前方及び後方のレールホール内で

バランスが取れていることを確認します。

 •    X線透視下で以下のことを確認します。

‒  レールホールが正しく作成されていない場合、レール

ホールドリルガイドを再度挿入し、再度ドリリングを

行います。

‒  レールホールドリルガイドを用いて再度ドリリングし

ても正しく設置することができない場合、トライアル

を正しく設置できるまで、原因となった穴の 1つに

レールホール用 5 mmドリルを用いた徒手での穴開け

（over-drilling）を慎重に検討します。

 テクニックのコツ：最終的なインプラントの適切なM/L

ポジショニングを行うため、骨にトライアル外側縁の印

を付けます。

試験整復
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2.

3.

3.

図 80 図 81a

図 81b　試験整復及び可動域評価

 •    トライアルを適切な位置に置き、金属製のフットプレー

トサポートを取り外します。

1 .   3つの 1/4ターンファスナーを取り外します（図 80）。

2 .   片手で足部後方を支えながら、フットプレートサポー

トを遠位に倒します。

3 .   2本のアングルロックピンを取り外し、フットプレート

が動くようにします。

 •    可動域の確認を行います（図 81a及び 81b）。

 •    可動域全体の骨のインピンジメントを確認します。

 •    三角靭帯の緊張を評価し、適正な脛骨コンポーネントの

厚さを測定します。

 •    徒手的に外反ストレスを加え、内側切開部より間隙を評

価します。

 •    関節を徒手的に牽引し、弛緩を評価します。

 •    間隙や弛緩が認められる場合、脛骨トライアルをより厚

いトライアル（+2又は +4）と交換します。

 •    内側の間隙や弛緩が最小限となるまで、評価を繰り返し

ます。

 •    関節に過度な緊張を与えることなく、内側の間隙を最小

限に抑え、内外側を一致させます。

 注記：少なくとも膝関節伸展位で 5ºの足関節背屈が必

要です。もし、その角度の背屈が得られない場合、閉創

前にアキレス腱延長又は腓腹筋延長術の施行を検討して

ください。

可動域及び関節の緊張の評価
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2. ロック

2. ロック

3.挿入
3.挿入

1.

図 82

 •    可動域評価が完了したら、フットプレートをアライメント

スタンドアッセンブリに再度接続します（図 82）。

1 .   片方の手で足関節を後方で支えながら、金属製のフッ

トプレートサポートを適切な位置まで引き起こします。

2 .   フットプレートサポートの小さい突起にフットプレート

を合わせ、フットプレートの裏面に 3つのフットプレー

トファスナーを再度挿入します。

3 .   2本のアングルロックピンを再度挿入します。

4 .  距骨及び脛骨トライアルを取り外します。

 注記：+4の脛骨側インプラント厚を選択した場合、より

厚いポリエチレンインサートを挿入するために必要なだ

けの骨切除裂隙の開大が必要な場合があります。これを

行うには、アライメントスタンドのフレームロッドに固定

された 3つのピン・ロッドクランプのロッド端を緩め、フッ

トプレートが固定されるまでアライメントスタンドを遠位

にスライドさせます。完了したら、ピン・ロッドクランプ

を再度しっかり締めてください。

フットプレートの再接続とインプラント挿入準備
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図 83

図 84b

図 84a

関節腔を洗浄し、インプラント挿入の準備 距骨コンポーネント挿入の準備

 •    最終的な準備として、インプラントが骨に十分接触する

ように関節腔から骨片を取り除きます。

 •    パルス洗浄システムを用い、足関節腔を徹底的に洗浄し

た後に、水分を充分に除去します。

 注記：全てのピン・ロッドクランプが完全にしっかり締

められていることを確認します。

 注記：必要ならば、インプラントを徒手で挿入し、イン

パクターハンドルで打ち込んでも構いません（図 83）。

 •    左右及び適切なサイズの距骨コンポーネントを選択し

ます。

‒  インプラントのパッケージにあるカラーコードがトラ

イアルで用いたトライアルの色と一致することを確認

します。

 •    距骨コンポーネントを距骨インサーター／エクストラク

ターに載せ、ナットをしっかり締めます。

 •    インプラントの関節面は、インサーターの側面にある印

字による指示「Articular Surface Up（関節面側が上）」と

同じ方向に向けてください（図 84a及び 84b）。

 注記：打ち込む前に、Zimmer Biometのロゴが外側にあ

る（術者側を向いている）こと、並びに左右及び適切な

インプラントのサイズが選択されていることを確認しま

す。脛骨関節面の損傷を防止するため、距骨コンポーネ

ントを最初に挿入してください。

 注記：途中までインプラントを手押し挿入したら背屈ス

トレスを加えながら打ち込みます。

インプラントの挿入
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脛骨トライアル

距骨コンポーネント

垂直

押し込み
図 85

 •    脛骨トライアルを洗浄し、足関節腔に戻し、距骨コン

ポーネントを挿入する際のガイドとして用います。

距骨コンポーネントの挿入を開始

 •    Zimmer Biometのロゴが距骨コンポーネントの外側に

見えることを確認します。

 •    レールが下穴と一致するように距骨コンポーネントを

関節に挿入します。

 •      レールがレールホールに嵌るまで、手の圧力で距骨コン

ポーネントを内側に運びます。

 •    インサーターハンドルがフレームのアライメントロッ

ドに対して垂直であることを確認します。

 •    インサーターアームが脛骨トライアルと接触しないよ

うに注意してください。

 注意：レールが下穴から抜け出すおそれがあるため、

インサーターに角度を付けないように注意してくださ

い。

最終的な距骨コンポーネントの位置に到達するまで、イン

サーターを押し込みます。

 •    下穴をあけたレールホールの端部にレールが到達する

まで、徐々に力を加えてインサーターを押し込み、脛

骨コンポーネントを動かします（図 85）。

 •    内果骨折の可能性を低減するため、助手に関節の内側

から徒手的に力をかけてもらいます。

 •    必要に応じて、X 線透視モニタリングしてください。

 •    距骨コンポーネントが適切なM/Lの位置にあること、

並びにM/Lのはり出しがないことを確認します。

 •    距骨インサーターを距骨コンポーネントから離し、取

り外します。

 •    脛骨トライアルを取り外します。

 注記：押し込む際、過度の力での挿入は避けてくださ

い。

 注記：使用前にインサーターがスムーズに動くことを

確認します。インプラントを外す際、インサーターに

正しく潤滑剤が塗布されていないと、ナットを緩めた

後、スライディングアームにわずかな衝撃を加える必

要が生じる場合もあります。

脛骨トライアルの挿入
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プロテクト
スリーブ

脛骨ポリ
アッセンブリツール

ポリアッセンブリ
ツール

00-4501-065-00

TMAプロテクトスリーブ
（単回使用、滅菌品）

00-4501-065-01
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脛骨
ポリエチレンインサート

ロック機構を嵌める

脛骨ベースプレート

1.

2.

図 86
図 87

プロテクトスリーブを脛骨ポリアッセンブリツールの平らな

端部に取り付けます（図 86）。

 •    プロテクトスリーブは、組み立て中の損傷からポリエチ

レンインサートを保護するためのものです。

 •    適切なサイズの脛骨ベースプレート及び脛骨ポリエチ

レンインサートを選択します。

 •    脛骨ポリエチレンインサートの一方の端部を脛骨ベース

プレートにスライドさせます（図 87）。

‒  インプラントのパッケージにあるカラーコードがトラ

イアルで用いたトライアルの色と一致することを確認

します。

 •    ロック機構が嵌っていることを確認します。

 •    脛骨アッセンブリを脛骨ポリエチレンアッセンブリツー

ルに載せ、1本のレールが平行なロッド間にフィットし、

もう1本のレールがツールの外側にあるようにします（図

88）。

 •    ポリエチレンインサートの嵌めていない端部がツールの

プロテクトスリーブの下にあることを確認します。

プロテクトスリーブの組み立て 脛骨コンポーネントの組み立て
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ロックを確認する

クランプ

術野以外で取り外す場合

オステオトーム

脛骨インサーター

図 89

図 90

 •    脛骨ポリアッセンブリツールをクランプし、関節面が損

傷していないことを入念に確認します（図 89）。

 •    カチッという音で、組み立ての段階でロック機構が完全

に嵌っていることを確認してください。

 •    ポリエチレンインサートの表面が組み立てにより損傷し

ていないことを確認します。

 •    ポリエチレンインサートが脛骨ベースプレートに確実に

ロックされていることを確認します。

 注記：ポリエチレンインサートを術野以外で取り外す必

要がある場合、組み立てた脛骨コンポーネントを脛骨イ

ンサーターで把持し、オステオトームを用いて取り外し

ますが、損傷リスクを最小限に抑えてください（図 90）。

脛骨インサーター
00-4501-030-00

オステオトーム
00-2887-000-01

脛骨コンポーネントの組み立ての完了
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図 92　 最終的なインプラントを挿入

図 91a

図 91b

脛骨コンポーネントの把持 脛骨コンポーネントの挿入

 •    脛骨コンポーネントを脛骨インサーター／エクストラ

クターで把持し、ナットをしっかり締めます（図 91a

及び 91b）。

 •    脛骨コンポーネントの関節面は、インサーターの側面

にある印字による指示「Articular Surface Up（関節面

側が上）」と同じ方向を向かせてください。

 注記：Zimmer Biometのロゴが脛骨コンポーネントの

外側に見え、適切なサイズが選択されていることを確

認します。

 •    距骨コンポーネントと同様に挿入します（図 92）。

 •    押し込みを始める前に、脛骨インサートの内側縁が距

骨コンポーネントの外側縁を乗り越えたことを確認し

ます。
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セメントデリバリーシステム
（単回使用、滅菌品） 

00-4501-090-00

温度 推奨される作業時間

20˚ C / 68˚ F 3:45

24˚ C / 75˚ F 3:00

Instruments

図 93

図 94

セメント固定（オプション）

 •    X線透視により、冠状面で脛骨及び距骨コンポーネン

トが適切な位置にあることを確認します（図 93）。

 •    一方のコンポーネントを内側にわずかに移動させる必要

がある場合、インパクターアッセンブリを使用します。

 •    インプラントを外側に移動させる必要がある場合、イ

ンサーターを使用します。

インプラントの安定性を評価します。

 •    インプラントが不安定と判断される場合、セメント固

定 (オプション )を検討します。

 •    露出した切削骨面に骨ろうを塗布し、骨の過剰な成長

を最小限に抑えます。

 •    レールホールに骨片がないことを確認します。

 •    スタイレット付きセメントデリバリーニードルを 4つ

のレールホールそれぞれに差し込み、ニードルが十分

に奥まで入ることを確認します。

 •    セメントデリバリーニードルがレールホールに十分に

入れない場合、Kワイヤーを用いてレールホールをわ

ずかに拡大します。

 •    セメント及びデリバリーシステムを準備します。

 •    セメントデリバリーシステムからキャップを、セメン

トデリバリーニードルからスタイレットを取り外しま

す。

 •    キャップにニードルをしっかり締めます。

 •    セメントミキシングシステムでセメントを混合します。

 注記：この手技には低粘度のセメントのみを使用して

ください。他のセメント（例：パン生地タイプ）は、

適切なデリバリー及びインプラントの固定に関して問

題がある可能性があります。注入を推奨される作業時

間内で行なってください（図 94）。

X線透視下で適切なインプラントの
アライメントを確認
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Surgical Technique

セメントデリバリーシステム 
00-4501-090-00

Instruments

1. 回転させる
2. 引き抜く

セメント注入用
ニードル

図 95 図 96　 セメント注入用シリンジ及びニードルを用いてセメントをイ
ンプラントのレールの下に注入。

 テクニックのコツ：レールホールの内側の深さを判断

するために、同サイズの距骨トライアルのレール部分

を用い、セメントデリバリーニードルに印を付けます。

セメントをシリンジに充填

 •    セメント粉末とモノマーを十分に混合したらすぐに、

セメントデリバリーシリンジに充填します（図 95）。

 •    セメントデリバリーシリンジをセメントミキシングシ

ステムの抽出ポートに配置します。シリンジがセメン

ト抽出ポートの下にくるまで、セメントミキシングシ

ステムの底部を回転させます。

 •    封入される空気が最小となるように注意しながら、セ

メントをシリンジ内に吸収します。

 •    付属のレンチを用いてキャップ及びニードルを取り付

けます。

ある程度のセメントをニードルから出します。

 •    空気がシリンジから排出されたことを確認します。

レールをセメントで固定します。

 •    脛骨及び距骨コンポーネントのそれぞれのレールの下

に骨セメントを注入します（図 96）。

 •    逆行性充填法を用い、レールの空洞全体がいっぱいに

なるまでセメントを注入します。

 •    必ず、各レールホールに注入するセメントの量は下表

に示す量とほぼ同量にします（図 97）。これらの量は

一般的な骨密度に対するものであり、骨密度が低い場

合はレールに十分に充填するためさらにセメントが必

要になる場合があることに留意してください。

余分なセメントを関節部分から除去します。

 注記：セメントがレールホールの内側縁を越えて流出

する可能性があります。関節の内側面を十分に確認し、

セメントがあれば必ず除去します。

セメントが完全に硬化した後、インプラントの安定性を

評価します。

図 97

サイズ レールホール1本あたりのセメント量（mL）
1 0.8
2 0.9
3 1.0
4 1.0
5 1.1
6 1.2

推奨されるレールホール1本あたりのセメント量



53 |  Trabecular Metal™ Total Ankle 手術手技

図 98　腓骨を修復し、全ての創を閉創

閉創の準備

 •    自着性包帯及び全てのピンを取り外します。

 •    アライメントスタンドを手術台から取り外します。

 •    足関節及びその周囲から骨片を取り除きます。

腓骨の修復

 •    腓骨を整復し、関節の安定性を評価します。

 •    足関節を中間位に置き、内反ストレスをかけたとき踵腓

靭帯が適度に緊張するように腓骨を整復します。

 •    インプラントの外側はり出しがインピンジメントを引き起

こす場合には腓骨の接触部分を切除し、整復位を得ます。

 •    必要に応じて、腓骨の斜め骨切りにより靭帯の弛緩を調

整します。

 •    内反又は外反の不安定が観察される場合、腓骨のわずか

な短縮又は延長が必要な場合があります。

 •    スクリューと腓骨プレートを用い、腓骨を内固定します（図

98）。

 •    解剖学的な整復が得られたこと、並びに腓骨骨片の適切

な軸方向の向きが維持されていることを確認します。

 注記：残った骨片は、腓骨の骨接合を補うためボーング

ラフトとして使用してください。

閉創

プレート固定後、X線透視下で徒手的外旋ストレステストに

対する関節の安定性を評価します。

 •    軽微な外旋ストレスでも脛腓間靭帯結合部の離開又は内

側裂隙の拡大が生じる場合、脛腓結合を整復した状態で、

3.5～ 4.0mmのスクリューを 4皮質を貫通するようにし

刺入して固定します。必要であれば 4ヵ月後にスクリュー

抜去を行い、脛腓間の解剖学的運動を許可して下さい。

脛腓間の固定には ZipTightシステムを使用することも出

来ます。

 •    必要に応じて ATFL及びさらなる靭帯の欠損を修復し

ます。

 •    通常行なっている方法で閉創します。

修復及び閉創

Instruments

ラージクイック
コネクトHEX用

00-4450-093-00
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後療法

後療法

後療法を策定する上で、個々の患者因子及び、又は術中所

見を考慮してください。術直後から10週目までの治療プロ

トコルの一例を以下に示します。

術後（0～ 14日目）

十分にパッドの入ったスプリントを用いて足関節を中間位で

外固定します。

術後 2週

X線写真を撮影し、インプラントの位置を確認します。

患者にロッカーソール付きウォーキングブーツを装着し

ます。

 •    適切なプロトコルによる可動域訓練の際は取り外してく

ださい。

 •    2～ 6週間までは部分荷重とし、踏みかえなしの歩行を

指導してください。

6週目

X線写真を再度撮影します。

インプラントの位置及び腓骨骨切り部の癒合状態を評価し

ます。

ブーツ型装具での完全な体重負荷を開始します。

 •    腓骨の治癒が遅い場合は全荷重を遅らせます。

 •    ブーツ型装具を外した可動域訓練を続け抵抗強化運動

（resistive strengthening exercise）を開始します。

10週目

順調であれば、ブーツの使用頻度を徐々に少なくしてくだ

さい。

 •    必要に応じて、補助的な軟性足関節ブレースを使用しま

す。
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Surgical Technique

前回の切開

切開を拡大する

伸延する

図 99 図 100

 注記：以下の手順は、腓骨の整復位を維持しながら行う

ポリエチレンインサートの入れ替えについて説明します。

この手技で困難に直面した場合、腓骨骨切りによる入れ

替えを検討します。入れ替えが完了したら、腓骨を内固

定により修復します。

 注記：この手技では牽引器具の使用が必要になります。

足関節の開創

 •    初回手術時の切開部から側方に創を延長し、関節前面（足

背面）を露出させ、人工関節前方のロック機構への十分

なアクセスを確保します（図 99）。

 •    切開部から ATFLを切断し前外側関節包を露出させ、足

関節に進入します。

 •    ATFLの断端は温存し、手技終了時に修復します。

 注記：切開時には近位及び遠位で浅腓骨神経を回避して

ください。

関節の緊張を評価します。

 •    交換用ポリエチレンインサートの適切な厚さを決定する

ため、抜去前にインプラントが入った状態での関節の緊

張を評価します。

 •    足関節を可動範囲内にします。

 •    内外反ストレスを加え、間隙を評価します。

 •    使用する適切な交換用インサートの厚さを決定します。

ポリエチレンインサートの抜去を
可能にするための牽引

 •    皮切展開を妨げず、インプラントに干渉しないよう牽引

器具を脛骨及び距骨の外側に固定します。

 •    牽引用のピンを距骨外側の回転中心に近い位置に設置

し、これと平行にもう一本を脛骨遠位部に設置します。

 •    十分な牽引を加え、ポリエチレンインサートと距骨コン

ポーネントの間にわずかな隙間を生じさせます（図 100）。

ポリエチレンインサートの再置換
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Surgical Technique

オステオトーム
00-2887-000-01

前外側角に
押し込む

脛骨コンポーネントの
前面に対して垂直な
ツール

旋回させる

Instruments

図 101 図 102

 •    脛骨ベースプレートとポリエチレンインサートの間の脛

骨ベースプレートの前外側面にオステオトームを挿入し

ます（図 101）。

 •    オステオトームをハンマーで軽く打ち込みます。

 •    オステオトームが脛骨コンポーネントの前面に垂直であ

ることを確認します。

ポリエチレンインサートを分離します。

 •    オステオトームのハンドルを近位方向に旋回させること

により、てこの力がかかり、ロックを外せます（図 102）。

 •    必要に応じてオステオトームを内側に移動させながら、

ポリエチレンインサートのロックが完全に外れるまで、て

この運動を繰り返します。

 •    金属製コンポーネントを保護するよう注意しながら、関

節からポリエチレンインサートを取り外します。

 注記：一旦取り外したポリエチレンインサートは再度挿

入しないでください。新しいポリエチレンインサートに

交換してください。

 テクニックのコツ：ポリエチレンインサートの取り外し

を容易にするため、タオルクランプも有用です。

オステオトームの挿入
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インパクター
ハンドル

00-4501-060-02

ポリエチレン
インサート再置換用
アッセンブリツール 
00-4501-067-01

TMA Revi
プロテクトスリーブ
（単回使用、滅菌品）  

00-4501-067-03

3. ポリエチレンインサートを
     スライド

1. 底屈

2. 牽引を緩める

インパクターハンドル

ポリエチレンインサート再置換用
アッセンブリツール

リビジョン用プロテクトスリーブ

Instruments

図 103 図 104

脛骨ベースプレートを入念に洗浄し、損傷がないか確認し

ます。

新しいポリエチレンインサートの挿入

 •    足関節を底屈させ、術野を拡大します。

 •    ポリエチレンインサートの湾曲した端部が外側に向いて

いることを確認します。

 •    非摺動面には、外側縁の最近位に Zimmer Biomet社のロ

ゴがエッチングされています。

 •    牽引を緩めることによって、リビジョン用ポリエチレンイ

ンサートを適切な位置に誘導してください。

 •    新しいポリエチレンインサートをスライドさせます。脛骨

ベースプレート後方のロック機構が嵌るように交換用ポリ

エチレンインサートをスライドさせてください（図 103）。

 テクニックのコツ：ポリエチレンインサートがロック機

構を越えて後方に入り込まないように、脛骨ベースプレー

ト後方の皮膚に指を置いてください。

ポリエチレンインサート再置換用
アッセンブリツールの組み立て

 •    ポリエチレンインサート再置換用アッセンブリツールを

インパクターハンドルと組み立てます（図 104）。

 •    リビジョン用プロテクトスリーブをポリエチレンインサー

ト再置換用アッセンブリツールに装着し、ポリエチレンイ

ンサートを保護します。
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Surgical Technique

挿入する

注記：わずかに伸延を増大させる

起こす

背屈

図 105 図 106

ポリエチレンインサートの
脛骨ベースプレートへの完全な装着

 •    ポリエチレンインサート再置換用アッセンブリツールを

距骨コンポーネントと交換したポリエチレンインサートの

間に置きます（図 105）。

 •    必要に応じて最小限の牽引を加えます。

 •    ポリエチレンインサートが嵌り、カチッという音がするま

で、ポリエチレンインサート再置換用アッセンブリツー

ルを起こします（図 106）。

 •    足関節を背屈させ、牽引を低減してこの手技を容易にし

ます。

 •    ポリエチレンインサート及び脛骨ベースプレートを目に

見える外周全体に沿って点検し、ポリエチレンインサー

トが完全に結合していることを確認してください。

 注記：この手技で困難に直面した場合、腓骨骨切りによ

る入れ替えを検討します。入れ替えが完了したら、腓骨

を内固定により修復します。

 注記：後方ロック機構に関して不確実性がある場合、

ロックを確認するため、切開を拡大して後方の脛骨コン

ポーネントの直接確認を行なってください。また、更な

る確認が必要な場合、腓骨骨切りも検討してください。

閉創の準備

 •    パルス洗浄により関節を洗浄してください。

 •    足関節及び周囲の部分から骨片を取り除いてください。

 •    ATFLを修復してください。

通常の方法で閉創してください。



59 |  Trabecular Metal™ Total Ankle 手術手技

図 107　左足 図 108　右足

アライメントスタンドの組立て

この項ではアライメントスタンドの組立方法、バックテーブ

ルですべきこと、皮切後にオペ台に移動させるべきものに

ついて詳述します。

 注記：フットプレート、距骨ピンコネクター、およびラ

テラルカットガイドアッセンブリの位置決めは、手術部

位が左足関節（図 107）、または右足関節（図 108）であ

るかによって異なります。この指示書では左足関節につ

いて説明していきます。
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Surgical Technique

フレームベース
（ステップ1～4）

アジャスタブルUフレーム
（ステップ1、2、4、5）

スムース

ネジ切り

フレームロッド
（ステップ3）

ヒンジ部

凸部が内向き

脛骨アライメントロッド
（ステップ4）

レッグレスト
（ステップ5）

カフサポート
ブロック

ステップ 1

アジャスタブル Uフレームとフレームベースを台上に平行

に立てます（図 109）。

 •    フレームベースのヒンジをUフレーム側に向けてくださ

い。

 •    Uフレームのレバーファスナーをロック解除状態（床に平

行な状態）にしてください。

ステップ 2

Uフレームの穴にフレームロッド 4本を挿入します（図

109）。

 •    ねじ込み端部をフレームベース側に向けてください。

ステップ 3

フレームロッド4本のねじ込み端部を対応するフレームベー

スの穴に入れて締め付けます（図 109）。

ステップ 4

フレームベース下方の中央の穴に脛骨アライメントロッドを

挿入して、アライメントスタンドを越えてUフレーム下方の

対応する穴に通します（図 109）。

ステップ 5

Uフレーム下方の架台に希望の高さになるまで、連結さ

せたカフサポートブロックを必要数だけ積み重ねます（図

109）。

 •    最後に、湾曲したレッグレストを一番上の段にのせます。

図 109
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左足用
フットプレート

右足用
フットプレート

フットプレートサポート
（ステップ6および7）

フットプレート
（ステップ6および7）

フットプレートファスナー
（ステップ7）

ステップ 6

台にフットプレートを平らに載せ、フットプレートサポート

を輪郭に合わせて設置します（図 110）。

 •    フットプレートおよびフットプレートサポートの両方の表

面に「右」または「左」が正しく表示されていることを

確認します。

 •    フットプレートサポートの穴は、フットプレートの対応す

る穴に適合させてください。

ステップ 7

フットプレートサポートおよびフットプレートの 3つの穴に

フットプレートファスナーを挿入した後、各ファスナーを 4

分の 1回転させます（図 110）。

図 110
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Surgical Technique

アングルロックピンを0°穴に刺入

フレームベース
（ステップ8および9）

0°
ヒンジフットプレートサポート

（ステップ8）

アングルロックピン
（根元のみネジ切りタイプ）

（ステップ9）

フットプレート
（ステップ9）

ステップ 8

フットプレートの端部をフレームベース下方のヒンジ部に横

からスライドしはめ込みます（図 111）。

 •    フットプレートサポートがフレームの外側を向いているこ

とを確認します。

ステップ 9

フットプレートアッセンブリを上方に起こし、アングルロッ

クピンをフレームベースのロッキングブロックの「0°」の刻

印（図 111、差込図）がされた各穴に通し、フットプレート

にねじ込みます。

図 111
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フットプレートボルト
（ステップ11） フットプレートブラケット

（ステップ11）

距骨ピンコネクター
（ステップ10）

フットプレートボルト
（ステップ10）

フットプレート
（ステップ10および11）

ステップ 10

フットプレートボルトをフットプレート下方の縦スロッ

トに挿入して距骨ピンコネクターにねじ込み、ピンコネ

クターがフットプレートの内側に設置されるようにしま

す（図 112）。

 •    フットプレートボルトのつまみ部には 3個の突起がありま

す。

ステップ 11

フットプレートボルトをプレート背面の横スロットに挿入し

てからフットプレートブラケットにねじ込んで、ブラケット

2個をフットプレートに取り付けます（図 112）。

図 112

（　 つまみ部形状）
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ラテラルカットガイドアッセンブリ
（ステップ12～15）

A／Pストップ
（先端スムースから
ネジ切りタイプ）
（ステップ15）

カットガイドロック
（ステップ13）

フレームロッド
（ステップ12）フレームベース

（ステップ12）

スライドロック
（ステップ14）

ラテラルカットガイドアッセンブリ
（ステップ12および15）フットプレート

（ステップ12）

図 113

ステップ 12

患者の足の外側に取り付けるフレームロッド 2本を抜き取

り、フレームロッド上にラテラルカットガイドアッセンブリ

をスライドさせます（図 113）。その後、フレームロッドを再

びねじ込んでフレームベースに戻します。

 •    「左」または「右」の表示が適切であり、矢印がフットプレー

トの方向を指していることを確認します（図 113、差込図）。

 •    ガイド上の楕円形のエッチングマークに力を加えると、

ラテラルカットガイドを容易にスライドさせることができ

ます。

 テクニックのヒント：各フレームロッドのスムースな先

端の穴にピンを通すとフレームロッドを容易に緩めるこ

とができます。

ステップ 13

ラテラルカットガイドのスロットにカットガイドロックを挿

入してねじ込みます（図 113）。

 •    カットガイドロックのつまみ部には 4個の突起がありま

す。

ステップ 14

スライドロック 2個をラテラルカットガイド下方と最上部に

ある穴にねじ込みます（図 113）。

 •    スライドロックのつまみ部には 2個の突起があります。

ステップ 15

A/Pストップ 2個をラテラルカットガイドアッセンブリの足

関節側の穴から挿入し、穴の反対側に出るまでねじ込みま

す（図 113）。

（　 つまみ部形状）
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ロックする

ロックする

ロックする

ロックする

アジャスタブルUフレーム
（ステップ16）

アジャスタブルUフレーム
（ステップ16）

図 114

ステップ 16

レバーファスナー 4個をカチッと音がする位置まで内側に

倒してアジャスタブルUフレームをロックします（図 114）。

これで組み立てが完了しました。

 注記：洗浄および滅菌の際は、あらかじめアライメント

スタンドを分解しておいてください。
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適応

人工足関節全置換術は、足関節可動域制限を持つ患者様に

対し、アライメント矯正、疼痛の軽減、生理的な屈曲／伸

展可動性の維持によって、改善された足関節機能を提供す

ることを目的とします

Zimmer Trabecular Metal Total Ankleは、以下を有する患者

様に対する初回又は再置換術における人工足関節全置換術

として適応となります。

 •    関節リウマチ

 •    変形性関節症（外傷後を含む）

本機器はセメントレス又はセメント接合での使用を対象とし

ます。

禁忌

 •    人工関節に影響を及ぼすおそれのある局所／全身感染症

 •    罹患関節の感染症の既往は相対的禁忌である

 •    不十分な骨量（bone stock）又は骨質

 •    骨格未成熟

 •    脛骨及び距骨の重度不安定性、トラッキング不良又はミ

スアライメント（手術により矯正可能な場合を除く）

 •    シャルコー関節

 •    罹患肢における筋肉組織の喪失又は神経筋の障害

 •    重度骨粗鬆症

 •    肢に影響をきたす重度の神経疾患又は血管疾患

 •    果切除術（malleolar exeresis）を伴う足関節固定術後
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