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One Surgeon. One Patient. １年に百万回以上、世界中のどこかで、一人の外
科医が一人の患者さんへの個々に適した治療を行
うために、ジンマー バイオメットの製品が役立っ
ています。

科学や医療技術は個々の患者さんのために適切な
解決策を提供することができます。これには、臨
床の専門的技能や、外科医と患者さんの人と人と
のつながり、そして、それぞれの状況に適したツー
ルが必要です。

ジンマー バイオメットでは“一人の外科医と一人
の患者さん”の視点に立って私達のすべての仕事
を見るように努めています。私達の行動すべて、
提供する製品すべてにおいて、それが自分の家族
のためであるように取り組んでいます。

技術革新への私達のアプローチは、その治療が最
先端のマテリアルや医療機器を必要とするかどう
かに関わらず、一人ひとりの外科医が一人ひとり
の患者さんに相応しい、長期にわたって患者さん
の生活を支えることを可能にする治療の提供に役
立つ、現実的な解決策を生み出すことです。

一人の外科医が一人の患者さんと、個々に適した
治療をとおしてつながった時、医療の約束が果た
されるのです。



engineered
like no other
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VANGUARD

はじめに
Vanguard Knee System は、 後 十 字 靭 帯 温 存 型

（Cruciate Retaining - C.R. 型 ） か ら 後 方 安 定 型
（Posterior Stabilized - P.S. 型）へ移行できる柔軟性の
高いシステムです。術者は術中に軟部組織や骨欠損の状態
で、容易にインプラントのタイプを変更することができま
す。

VANGUARD
COMPLETE KNEE SYSTEM
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手技書組み合わせ方法

Step 1
術前計画 ……P4

Step 2
大腿骨遠位端骨切り

□ Ⓐ プレミア ……P5

□ Ⓑ スライデックス ……P7

□ Ⓒ アジャスタブル※ ……P8

※はオプションです

Step 6
脛骨骨切り
髄外

□ Ⓐ スタンダード ……P16

□ Ⓑ スライデックス ……P17

□ Ⓒ プレミア EM ティビアル
ガイド ……P18

髄内

□ Ⓓ スタンダード ……P19

□ Ⓔ スライデックス ……P20

Step 5（PSの場合のみ）

PSボックス ガイドによる顆間切除

□ Ⓐ スタンダード ……P13

□ Ⓑ ミリング ……P14

□ Ⓒ MIS タイプ※ ……P15

※はオプションです

Step 10
ティビアル コンポーネントの挿入

（セメント固定、またはセメント
レス固定） ……P32

Step 9
仮整復

□ Ⓐ CR ……P29

□ Ⓑ CR ASベアリング ……P30

□ Ⓒ PS ……P31

Step 13
ロッキングバーの挿入／抜去 ……P34
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VANGUARD

Step 4
大腿骨骨切り

□ Ⓐ プレミア
4-in-1 カット ブロック ……P11

□ Ⓑ スライデックス
4-in-1 カット ブロック ……P12

※PSの場合はStep 5へ
　CRの場合はStep 6へ

Step 3
大腿骨サイジングと外旋角度の決定

外旋フィート ダイヤル式 ……P10

Step 7
脛骨サイジング

□ Ⓐ マイクロプラスティー（I- ビーム）……P21

□ Ⓑ マイクロプラスティー（フィン） ……P22

□ Ⓒ プレミア（I- ビーム、フィン） ……P23

Step 11
フェモラル コンポーネントの挿入

□ Ⓐ CR（セメント固定、または
セメントレス固定） ……P33

□ Ⓑ PS ……P33

Step 12
パテラ コンポーネントの設置 ……P34

Step 8
膝蓋骨骨切り

□ Ⓐ パテラ ソー ガイド
（スリット付き） ……P25

□ Ⓑ パテラ ソー ガイド ……P26

□ Ⓒ パテラ リーマー ……P27
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骨残存量、靭帯の安定性、解剖軸を正確に評価するために
は、立位での前後 X 線写真撮影が推奨されています。まず、
大腿骨遠位端骨切りが機能軸と垂直になることを想定し、
解剖軸と機能軸のなす角度を計測します。次に大腿骨コン
ポーネントサイズを、側面 X 線写真と X 線用テンプレー
トを使用して予測します。側面用のテンプレートを使って
大腿骨コンポーネントの前後サイズも予測します。膝の動
きにとって正確なサイズ選択は重要なため、術中に再度確
認します。

この手術手技書は Keith R. Berend, M.D. により
使用されている手術手技を採用しています。

当社は医療行為を行なわず、この、またはその他の
手術手技を特定の患者に対し推奨することはありま
せん。手術を行なう術者が各々の患者に適切な置換
手術手技を決定、選択して下さい。

適応、禁忌、警告、注意事項、可能性のある有害事
象などを含むより詳細な製品情報は、製品の添付文
書をご覧下さい。

この手術手技書を当社との書面合意なしに、これを
第三者への配布、複写、発表しないこと。

Microplasty、Slidex、Interlok, Repicci、PPS、
Vanguard および AGC は、当社またはその系列
会社の登録商標です。

術前計画
Step 1
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IM ドリルを使用して、大腿骨髄腔を穿孔します。
ドリル孔の位置は後十字靭帯付着部約１センチ前方で、大
腿骨顆間窩中心線のやや内側寄りになります。
IM ドリルの径が太いスラップ部分で大腿骨開口部の直径
を広げると、髄腔にかかる圧力を軽減することができます

（Figure 1）。

Figure 1
IM ドリル挿入
32-485025　IM ドリル

Figure 2
プレミア 外反ウイングの設置
32-485030　T型 IM ロッド
32-487005～32-487007（右）
　プレミア 外反ウイング
32-487025～32-487027（左）
　プレミア 外反ウイング

Figure 3
MP アタッチメントとアライメント タワー ハ
ンドルを装着したプレミア ディスタル カット
ブロック
32-485015～32-485017
　MP アタッチメント
32-487002　プレミア ディスタル カット ブロック
32-486130　アライメント タワー ハンドル
32-486135　アライメント ロッド（２本１組）

径が太いステップ部分

大腿骨遠位端骨切り（プレミア）
Step 2 Ⓐ

注記：MP アタッチメントには、アライメント タワー ハンド
ル装着用の溝が左右両側にあります。必ず MP アタッチメント
近位側の溝にアライメント タワー ハンドルを装着してください

（Figure 4、5）。

Figure 4 Figure 5

T 型 IM ロッドをプレミア 外反ウイングに通します
（Figure 2）。

注記：プレミア 外反ウイング（５度から７度）には外反
角度が事前設定されています。

Ｔ型 IM ロッドを髄腔内に挿入します。プレミア外反ウイ
ングを大腿骨遠位端にあたるまで挿入します（通常は内顆
が関節面に接します）（Figure 2）。プレミア 外反ウイン
グに刻印された“left”または“right”の文字が、大腿
骨から見て遠位方向を向いている（術者側から文字が見え
る）ことを確認してください。ブロックの下方から出てい
る後方顆部の量が等しくなるよう、プレミア外反ウイング
下縁の向きを調節します。

プレミア ディスタル カット ブロックと外反ウイングと同
じ角度の MP アタッチメントを、プレミア 外反ウイング
前方の穴に差し込み、カット ブロックが大腿骨前方に接す
るよう設置します。クイック リリース トロカーピンを使
って、プレミア ディスタル カット ブロックの最も近位の
穴で固定します。

外反角度を確認するためには、アライメント タワー ハン
ドルをプレミア ディスタル カット ブロックに設置してか
ら、アライメント ロッドを挿入し、大腿骨骨頭に向けて
延ばします（Figure 3）。

※本文中の MP は Microplasty の略称です。

注記：プレミア ディスタル カット ブロックを MP アタ
ッチメントの中心になるように設置してください。
中心に設置できなかった場合、クイック リリース トロカ
ーピンが IM ロッドに干渉し、折損の原因になります（P6
参照）。
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プレミア ディスタル カット ブロックのみを残すために、
IM ロッドを抜き、プレミア外反ウイングと MP アタッチ
メントを取り除きます。

大腿骨遠位端骨切り用に、“0mm”または“+3mm”の
骨切りスリットがあります。0mm のスリットを選んだ場
合、大腿骨顆部の最も突起した箇所から 9mm 骨切除さ
れます。追加の骨切りが必要な際は、+3mm のスリット
を選択することで、3mm 多く骨切りされます。プレミア 
ディスタル カット ブロック自体を +2mm、+4mm の穴
に挿し替えて近位に移行することで、+2mm、+4mm の
追加骨切が可能です（Figure 6）。

スリットと穴を合わせて使用すれば 1mm 単位での追加
骨切りが可能です。

選択したスリットから 1.37mm ソー ブレードを使って
遠位端の骨切除をおこないます（Figure 7）。

Figure 6
32-487002　プレミア ディスタル カット ブロック

Figure 7
大腿骨遠位端骨切り

大腿骨遠位端骨切り（プレミア）
Step 2 Ⓐ（続き）

スライデックス

安全な設置位置 IMロッドに干渉する設置

プレミア

安全な設置位置 IMロッドに干渉する設置
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Microplasty

適切な外反ウイング（4、5、6 または 7 度）を選択し、
T 型 IM ロッドを挿入します。さらに髄腔内にロッドを進
め、外反ウイングを大腿骨内側顆の遠位部に接触させるよ
うにしっかりと設置します（Figure 1）。

注記：内顆の欠損が大きい症例では、ジョイントラインが
上昇しないよう注意してください。そのような場合、目視
で外顆を指標にするか、または 2mm 間隔に平行に開い
たドリル穴を利用して、骨切除レベルを調整します。

MP ディスタル カット ブロック Slidex と MP アタッチ
メントを外反ウィングに装着し、大腿骨前面に接するよう
に設置します (Figure ２）。
アライメント ロッドを使用して位置を確認することもで
きます。

注記：MP アタッチメントには、アライメント タワー ハ
ンドル装着用の溝が左右両側にあります。必ず MP アタ
ッチメント近位側の溝にアライメント タワー ハンドルを
装着してください（P5　Figure 4、5 参照）。

注記：MP アタッチメントは外反ウイングと同じ角度のも
のを選択します。

クイック リリース ドリルチャックとクイック リリース ド
リル 3.2mm または、クイック リリース トロカーピンを
２本使用し、MP ディスタル カット ブロック Slidex を固
定します (Figure 3)。

注記：MP ディスタル カット ブロック Slidex を MP ア
タッチメントの中心になるように設置してください。
中心に設置できなかった場合、クイックリリース ドリル
が IM ロッドに干渉し、折損の原因になります（P6 参照）。

T 型 IM ロッド、外反ウイングおよび MP アタッチメン
トを取り外し、MP ディスタル カット ブロック Slidex
のみを残します。大腿骨遠位端を 9mm 切除できるよう
に遠位側の（術者から見て手前）スリットで骨切りを行
います。MP ディスタル カット ブロック Slidex をスラ
イドさせると、内側から外側に移動することができます

（Figure 4）。骨切除を追加する必要があれば、+3mm の
スリットを使用するか、または、2mm 間隔にある別のド
リル穴に挿し替えてブロックを移動させることができます

（スリットとドリル穴を組み合わせれば 1mm 単位での骨
切りが可能です）。

Figure 1
32-485004～32-485007　外反ウイング
32-485030　T型 IM ロッド

Figure 2
32-485014～32-485017
　MP アタッチメント
32-486130　アライメント タワー ハンドル
32-486135　アライメント ロッド

Figure 3
32-486259　クイック リリース ドリル チャック
32-485000
　MP ディスタル カット ブロック Slidex

Figure 4

２mm間隔
ドリル穴

大腿骨遠位端骨切り（スライデックス）
Step 2 Ⓑ
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IM ドリルを使用して、大腿骨髄腔を穿孔します。
ドリル孔の位置は後十字靭帯付着部約１センチ前方で、大
腿骨顆間窩中心線のやや内側寄りになります。
IM ドリルの径が太いステップ部分で大腿骨開口部の直径
を広げると、髄腔にかかる圧力を軽減することができます

（Figure 1）。

アジャスタブル ディスタル ガイドのダイヤル①のつまみ
を押しながら回し、至適な外反角度に合わせます。外反角
は０から９度まで調節可能です。次にダイヤル②を回して
至適な骨切除量を選択します。遠位端の骨切除量は 1mm
から、11mm までの範囲で、設定できます（Figure 2）。

注記：スタンダード大腿骨遠位端骨切は、インプラント遠
位端の厚みと同じ９mm です。

IM ロッドをアジャスタブル ディスタル ガイド中央の穴
に通します。Ｔ型 IM ロッドを、ゆっくり回旋させなが
ら髄腔内に挿入します。アジャスタブル ディスタル ガイ
ドを大腿骨遠位端に同一平面になるまで挿入します。マ
グネット式のプレミア ディスタル カット ブロックをガ
イド アダプターに差し込み取り付けます。次に、プレミ
ア ディスタル カット ガイドが大腿骨前方皮質骨に接する
よう設置します。クイック リリース ドリル 3.2mm また
は、クイック リリース トロカーピンを使って、プレミア 
ディスタル カット ブロックを最も近位の穴に固定します

（Figure 3）。

注記：プレミア ディスタル カット ブロックを MP アタ
ッチメントの中心になるように設置してください。
中心に設置できなかった場合、クイックリリース ドリル
が IM ロッドに干渉し、折損の原因になります（P6 参照）。

外反角度を確認するためには、アライメント タワー ハン
ドルをプレミア ディスタル カット ブロックに設置してか
ら、アライメント ロッドを挿入し、大腿骨骨頭に向けて
延ばします。

Figure 1
IM ドリル挿入
32-485025　IM ドリル

Figure 2
32-487000　アジャスタブル ディスタル ガイド

Figure 3 
プレミア ディスタル カット ブロックとアジャ
スタブル ディスタル ガイドの設置
32-487002　プレミア ディスタル カット ブロック

ダイヤル②

ダイヤル①

（再置換手術
を想定）

径が太いステップ部分

（アジャスタブル）※オプション
大腿骨遠位端骨切り
Step 2 Ⓒ
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プレミア ディスタル カット ブロックのみを残すために、
IM ロッドを抜き、アジャスタブル ディスタル ガイドを
取り除きます。

大腿骨遠位端骨切り用に、“0mm”または“+3mm”の
骨切りスリットがあります。0mm のスリットを選んだ場
合、先程ダイヤルで設定した切除量にて骨切除されます。
追加の骨切りが必要な場合は、+3mm のスリットを選択
することで、3mm 多く骨切りされます。追加 3mm 以上
の遠位端骨切りが必要な場合、プレミア ディスタル カッ
ト ブロック自体を +2mm、または、+4mm の穴に挿し
替えて近位に移行してください（Figure 4）。スリットと
穴を合わせて使用すれば、1mm 単位での追加骨切りが可
能です。

選択したスリットから 1.37mm ソー ブレードを使って
遠位端の骨切除をおこないます（Figure 5）。

Figure 4
32-487002　プレミア ディスタル カット ブロック

Figure 5
大腿骨遠位端骨切り

（アジャスタブル）※オプション
大腿骨遠位端骨切り
Step 2 Ⓒ（続き）
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AP サイザーのフィートを大腿骨後方顆部にあてがい、骨
切りした遠位端表面がぴったりと接触するように設置しま
す。外旋フィート ダイヤル式は左右別で、０度から 10
度までの外旋角度が設置可能です（Figure 1）。MP AP 
サイザーを骨切りした大腿骨遠位端と同一平面に設置しま
す（Figure 2）。

注記：アライメント タワー ハンドルを AP サイザーの前
面に装着すれば容易に設置できます。

スタイラスを前方皮質骨中央やや外側に置きます。大腿骨
コンポーネントのサイズを中央の目盛りで読み取ります。
サイズの中間を示している場合、CR は、小さい方のサイ
ズを選択して大腿骨コンポーネントの設置を前方に寄せ
ることができます。コンポーネントを前方に寄せるには、
MP AP サイザーの“+2mm”の穴を選択すればドリル
ホールの高さが 2mm 上がります（Figure 3）。

Figure 1
AP サイザーと外旋フィート ダイヤル式
32-485051　MP 外旋フィート ダイヤル式（右）
32-485052　MP 外旋フィート ダイヤル式（左）

Figure 2
AP サイザーの設置
32-485050

Figure 3
AP サイザーのドリルホール

（外旋フィート ダイヤル式）
大腿骨サイジングと外旋角度の決定
Step 3
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AP サイザーで計測した大腿骨サイズと同じサイズのプレ
ミア 4-in-1 カット ブロックを選び、大腿骨遠位にあけた
ドリル穴に差し込みます。ガイドの両脇にカット ブロック 
ハンドル プレミア用を装着して、ガイドが大腿骨遠位端に
ぴったりと設置されていることを確認します（Figure 1）。

更に固定性が必要な場合は、両側にある穴からクイッ
ク リリース ドリルを使用し固定します。1.37mm フィ
ラー ブレードを使用して、前方の骨切除量を確認します

（Figure 2）。

フィラー ブレードでノッチングの可能性が示唆された場
合、AP シフト ブロックを使用して、プレミア 4-in-1 カ
ット ブロック用の穴を前方へ１mm 間隔で移行させるこ
とができます（Figure 3）。これによって後方顆部の骨切
りを調整することができます。

適切なブロックの設置を確認した後、1.37mm ソー ブ
レードで前方と後方の骨を切除し、次に前方と後方のチャ
ンファーカットをおこないます（Figure 4）。

注記：AP シフト ブロックを使用しない限り、後方顆部
の骨切除量はサイズに関わらず同量（9mm）です。

Figure 1
カット ブロック ハンドル プレミア用を付けた
プレミア 4-in-1 カット ブロック
32-487100～32-487106
　プレミア 4-in-1 カット ブロック
32-487110
　カット ブロック ハンドル プレミア用（２本組）

Figure 2
プレミア 4-in-1 カット ブロックとフィラー ブレード
32-486000　フィラー ブレード

Figure 3
32-487070　AP シフト ブロック

Figure 4

（プレミア 4-in-1 カット ブロック）
大腿骨骨切り
Step 4 Ⓐ

CRの場合は Step 6 へ

PSの場合は Step 5 へ
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AP サイザーで計測した大腿骨サイズと同じサイズの MP 
Slidex 4-in-1 カット ブロックを選び、大腿骨遠位にあ
けたドリル穴に差し込みます。ガイドが大腿骨遠位端に
ぴったりと設置されていることを確認します（Figure 1）。

MP フェモラル ブロック ハンドルでカットブロックを内
側および外側にスライドさせ、骨切りをしている術者をア
シストすることもできます（Figure 2）。

また、カット ブロック ハンドル Slidex 用 をブロックに
装着して支持性を強化する事もできます（Figure 3）。

まず大腿骨の前方、そして後方の順に骨切りします。次に、
後方チャンファー部、前方チャンファー部の順に骨切りし
ます（Figure 4）。

Figure 1
32-485101～32-485106
　MP Slidex 4-in-1 カット ブロック

Figure 2
32-485020　MP フェモラル ブロック ハンドル

Figure 3
32-485109
　カット ブロック ハンドル Slidex用（２本組）

Figure 4

（スライデックス 4-in-1 カット ブロック）
大腿骨骨切り
Step 4 Ⓑ

CRの場合は Step 6 へ

PSの場合は Step 5 へ

Microplasty
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適切なサイズの PS ボックス ガイドを大腿骨遠位に打ち
込みます（Figure 1）。

注記：PS ボックス ガイドの ML 幅は、最終インプラン
トの ML 幅と同じです。オーバーハングしないようガイ
ドの設置位置に注意して下さい（Figure 1）。フェモラル  
ティビア インパクターを使用して PS ボックス ガイドを
打ち込みます。

PS ボックス ガイドを確実に固定するために、２本のク
イック リリース ドリル 3.2mm またはクイック リリー
ス トロカーピンを前方フランジにある穴に挿入します。

BC ※の骨切りレベルを選択して、PS ボックス チゼルの
面取りされた側を大腿骨遠位端に挿入します（Figure 2）。

※本文中の BC は Bone Conserving（骨温存切除）の略称です。

大腿骨の約半分の深さまで PS ボックス チゼルを打ち込
みます。1.37mm ソー ブレード（オシレーティング）を
使用して、PS ボックス チゼルに届く深さまで進めます。
その後、顆間部の骨が除去されるまで PS ボックス チゼル
を前方から後方にかけて打ち込み、最後の仕上げをします 

（Figure 3）。

PS ボックス ガイドを取り外します。PS リセクト ゲー
ジ アングルタイプを骨切りされた顆間部に設置し、至適
な深さと幅を確認します（Figure 4）。

更に、ポステリア オステオファイト チゼル（32-486150）
を使用して、後方の骨棘を切除します。
PS ボックス ガイドの後方形状と、フェモラル コンポー
ネントの後方形状は、同じです。

Figure 1
PS ボックス ガイドの挿入
32-487201～32-487206

Figure 2

Figure 3
PS ボックスの骨切り
32-487217　PS ボックス チゼル

Figure 4
32-487214　PS リセクト ゲージ アングルタイプ

BC 骨切り
レベル

（スタンダード）
PS ボックス ガイドによる顆間切除
Step 5 Ⓐ（PSの場合のみ）

32-486150　ポステリア オステオファイト チゼル

Microplasty
Premier
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適切なサイズの PS ボックス ミル ガイドを大腿骨遠位に
打ち込みます（Figure 1）。

注記：ガイドの ML 幅は、最終インプラントの ML 幅と
同じです。オーバーハングしないようガイドの設置位置に
注意して下さい。

PS ボックス ミル ガイドを確実に固定するために、２本
のクイック リリース ドリル 3.2mm またはクイック リ
リース トロカーピンを前方フランジにある穴に打ちます。

骨温存切除の為に PS ボックス ミル BC ※ インサートを
装着します。次にパワードリルに適切な PS ボックス ミ
ル リーマーを装着しリーマー先端を PS ボックス ガイド
後方にあるリーマー挿入穴の中央穴に挿入しドリル先を回
転させながらリーミングを開始します（Figure 1）。

※本文中の BC は Bone Conserving（骨温存切除）の略称です。

この操作を、PS ボックス ガイドの内側と外側で繰返し
ます（合計３ヶ所リーミング）（Figure 2）。

PS ボックス ガイドを取り外します。PS リセクト ゲー
ジ アングルタイプを骨切りされた顆間部に設置し、至適
な深さと幅を確認します（Figure 3）。

更に、ポステリア オステオファイト チゼル（32-486150）
を使用して、後方の骨棘を切除します。
PS ボックス ミル ガイドの後方形状と、フェモラル コン
ポーネントの後方形状は、同じです。

Figure 1
32-487220～32-487226
　PS ボックス ミル ガイド

Figure 2
PS ボックス ミル ガイドとPS ボックス ミル 
リーマー
32-487230～32-487232
　PS ボックス ミル リーマー

Figure 3
32-487214　PS リセクト ゲージ アングルタイプ

PS ボックス ミル
BC インサート

（ミリング）
PS ボックス ガイドによる顆間切除
Step 5 Ⓑ（PSの場合のみ）

32-486150　ポステリア オステオファイト チゼル
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Microplasty

PS ボックス ガイド MIS タイプを、骨切りした大腿骨遠
位端に乗せます。ML 幅の設置を適切にするために 、AP 
サイザーと併用したサイジング ウイングをテンプレート
としてはめ込むこともできます。

パテラ トラッキングを良くするために PS ボックス ガイ
ド MIS タイプをやや外側設置するようにしてください。

PS ボックス ガイド MIS タイプを確実に固定するため
に、２本のクイック リリース ドリル 3.2mm またはクイ
ック リリース トロカーピンを前方フランジにある穴に打
ちます（Figure 1）。

PS ボックス チゼルの面取りされた側を大腿骨遠位端の
骨切りスリットに向けて挿入します（骨温存切除）。

大腿骨の約半分の深さまで PS ボックス チゼルを打ち込
みます。1.37mm ソー ブレード（オシレーティング）
を使用して、PS ボックス チゼルに届く深さまで進めま
す。その後、顆間部の骨が除去されるまで PS ボックス 
チゼルを前方から後方にかけて打ち込み、最後の仕上げを
します。

PS ボックス ガイド MIS タイプを取り外します。PS リ
セクト ゲージ アングルタイプを骨切りされた顆間部に設
置し、至適な深さと幅を確認します（Figure 2）。

Figure 1
32-485011　PS ボックス ガイド MISタイプ
32-487217　PS ボックス チゼル

Figure 2
32-487214　PS リセクト ゲージ アングルタイプ

（MIS タイプ）※オプション
PS ボックス ガイドによる顆間切除
Step 5 Ⓒ（PSの場合のみ）
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膝関節屈曲位で、足関節果部の真上にアンクル クランプ
を設置します。装置中央にある固定つまみを緩めて、MP 
EM ティビアル ガイドの長さを調節します。MP EM テ
ィビアル ガイドのシャフトを脛骨軸と平行にすると後方
傾斜０度での骨切除となります。MP EM ティビアル ガ
イドのシャフトを足関節から離すと、後方傾斜がつけられ
ます。

ティビアル スタイラスを用いて適切な位置を確認し、脛
骨近位部にティビアル リセクション ヘッドをクイックリ
リース ドリル 3.2mm で固定します (Figure 1&2)。ア
ライメント ロッドを使用して、更に適切な位置と方向を
確認することができます（Figure 3）。アライメントを確
認後、1.37mm ソー ブレードを使用して骨切りを行な
います（Figure 4）。

注記：Vanguard CR ベアリング（スタンダード）のみ
３度の後方傾斜が付けられています。

※スタイラス使用方法
ティビアル リセクション ヘッド上の穴にスタイラスを装
着し適切な骨切レベルになるように、MP EM ティビアル 
ガイドの高さを調節します。スタイラス両側の目盛りは、
それぞれ 2、6、10mm と 0、4、8mm に設定されて
います。上部にあるボタンを押すことで上下にスライドし、
2mm 間隔で調整が可能です。

※本文中の MP は Microplasty の略称です。

Figure 1
32-485550　MP EM ティビアル ガイド
32-485555　ティビアル スタイラス
32-487555（右）　ティビアル リセクション ヘッド
32-487556（左）　ティビアル リセクション ヘッド

Figure 2

Figure 3
32-486130　アライメント タワー ハンドル
32-486135　アライメント ロッド（２本組）

Figure 4

髄外脛骨骨切り（スタンダード）
Step 6 Ⓐ
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Microplasty

膝関節屈曲位で、足関節果部の真上にアンクル クランプ
を設置します。装置中央にある固定つまみを緩めて、髄外

（EM）ガイドの長さを調節します。MP EM ティビアル 
ガイドのシャフトを脛骨軸と平行にすると後方傾斜０度で
の骨切除となります。MP EM ティビアル ガイドのシャ
フトを足関節から離すと、後方傾斜がつけられます。

MP ティビアル スタイラス Slidex を用いて適切な骨切除
量を確認します (Figure 1&2)。脛骨近位部に MP ティビ
アル リセクション ヘッド Slidex をピン固定します。次
に MP Slidex ティビアル プレート 0 を MP ティビアル 
リセクション ヘッド Slidex に装着します。プレートの
突起をティビアル リセクション ヘッド Slidex の穴に入
れ内側にスライドさせると、突起部分がロックされ、不必
要な傾斜やソー ブレードの傾きを防ぎます（Figure 3）。
アライメントを確認後 1.37mm ソー ブレードを使用し
て骨切りを行ないます。追加骨切りが必要な場合は、“+1”
の MP Slidex ティビアル プレートをスリットに差し込め
ば、1mm 追加の骨切りができます。更に骨切りが必要な
場合は、MP ティビアル リセクション ヘッド Slidex の
上面を使用して骨切りすると、スタイラスから合計 2mm
の追加骨切りを行なうことができます（Figure 4）。

注記：Vanguard CR ベアリング（スタンダード）のみ
３度の後方傾斜が付けられています。

※本文中の MP は Microplasty の略称です。

Figure 1
32-485556（左用）
　MP ティビアル リセクション ヘッド Slidex
32-485557（右用）
　MP ティビアル リセクション ヘッド Slidex
32-485558（0）
　MP Slidex ティビアル プレート
32-485559（+1）
　MP Slidex ティビアル プレート

Figure 2
32-485560　MP ティビアル スタイラス Slidex

Figure 3

Figure 4

髄外脛骨骨切り（スライデックス）
Step 6 Ⓑ



Premier

18

Figure 1
アンクル クランプの設置
32-487550
　プレミア EM ティビアル ガイド（ボディ）

Figure 2
プレミア EM ティビアル ガイドの位置

Figure 3
ティビアル リセクション ヘッドの設置
32-487555（右）　32-487556（左）

Figure 4
プレミア EM ティビアル ガイドの設置

膝関節屈曲位で、足関節果部の真上にアンクル クランプ
を設置します（Figure 1）。プレミア EM ティビアル ガ
イド（ボディ）近位のボタンを押して、ティビアル リセ
クション ヘッドの高さを調節します（Figure 2）。次にテ
ィビアル リセクション ヘッドを脛骨近位にあてがいます

（Figure 3）。

ガイドの軸が脛骨軸と平行（後方傾斜０度）になるように、
ガイド遠位のボタンを押して骨切りガイドを前後に調節し
ます。次に内外反の傾斜調節を、アンクル クランプを内
外側に動かして調節します（Figure 4）。

スタイラスを用いて適切な位置を確認し、脛骨近位部にテ
ィビアル リセクション ヘッドをクイック リリース ドリ
ル 3.2mm で固定します。

アライメント ロッドを使用して、更に適切な位置と方
向を確認することができます。アライメントを確認後、
1.37mm ソー ブレードを使用して骨切りを行います。

※スタイラス使用方法
ティビアル リセクション ヘッド上の穴にスタイラスを装
着し適切な骨切レベルになるように、プレミア EM ティ
ビアル ガイドの高さを調節します。スタイラス両側の目
盛りは、それぞれ 2、6、10mm と 0、4、8mm に設
定されています。上部にあるボタンを押すことで上下にス
ライドし、2mm 間隔で調整が可能です。

32-486130
　※アライメント タワー ハンドル
32-486135
　　アライメント ロッド（２本組）

（プレミア EM ティビアル ガイド）
髄外脛骨骨切り
Step 6 Ⓒ
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膝関節屈曲位で IM ドリルを髄腔に刺入します。刺入点は
前十字靭帯の付着部やや後方とします（Figure 1）。

IM ティビアル リセクション ガイドにティビアル リセクシ
ョン ヘッドを装着し、IM ロッドを髄腔に挿入します。ロ
ッドの溝は髄腔の減圧を助けます。ティビアル リセクショ
ン ヘッドの位置調節はガイド本体の左側にある銀色のボタ
ンを押して、ティビアル リセクション ヘッドが脛骨前方
皮質骨前面に添うように設置します（Figure 2）。

後方傾斜は 0°です。

注記：Vanguard CR ベアリング（スタンダード）のみ
３度の後方傾斜が付けられています。

スタイラスを最も欠損が少ない脛骨プラトー（内反変形の
場合は通常外側）に設置します。前方のダイヤルで骨切除
量を調節します。ダイヤルを押しながら回転させ、適切な
骨切りレベルに合わせます。ダイヤルは 1mm 間隔で調
節可能です（Figure 3）。

その後ティビアル リセクション ヘッドをクイック リリー
ス ドリル 3.2mm で固定し 1.37mm ソー ブレードを使
用して骨切りします。

注記：クイック リリース ドリルでティビアル リセクショ
ン ヘッド（32-487556、32-487555）を固定する
場合、IM ロッドに干渉し折損する可能性がありますので、
次の手順で固定してください（Figure 2）。
まず、クイック リリース ドリルで内側を固定します。次
に、外側を固定します。外側固定の際、皮質骨を破る所で
一端ドリリングを止め、IM ロッドを抜去した後に、再度
ドリリングを行い完全に固定します。
また、オプションでティビアル リセクション UNIV

（32-487557）を使用する事ができます。

Figure 1
IM ドリル挿入
32-485025　IM ドリル

Figure 2
IM ティビアル ガイドの設置
32-487599

Figure 3
骨切りレベルのダイヤル設定

髄内脛骨骨切り（スタンダード）
Step 6 Ⓓ

32-487557　ティビアル リセクション UNIV

ロッドに
ドリルが干渉
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膝関節屈曲位で IM ドリルを髄腔に刺入します。刺入点は
前十字靭帯の付着部やや後方とします（Figure 1）。IM 
ティビアル ガイドに MP ティビアル リセクション ヘッ
ド Slidex を装着し、T 型 IM ロッドを髄腔に挿入します

（Figure 2）。ロッドには溝があり髄腔の減圧を助けます。

ティビアル スタイラスをティビアル プラトーの最も骨欠
損が少ない箇所（通常内反変形の場合外側）に設置します。
骨切除量は前方のダイヤル設定によって調節します。ダイ
ヤルを押しながら回転させ、適切な骨切りレベルに合わせ
ます。ダイヤルは 1mm 間隔で調節可能です。

更に MP ティビアル プレート +1mm を使用することで、
骨切りを 1mm 追加する事が出来ます。また、MP ティ
ビアル リセクション ヘッド（骨切りブロック）上面を使
用する事で骨切りを 2mm 追加する事が出来ます。

注記：Vanguard CR ベアリング（スタンダード）のみ
３度の後方傾斜が付けられています。

IM ティビアル ガイドにある銀色ボタンを押しながら、MP 
ティビアル リセクション ヘッドを脛骨方向にスライドさ
せ、脛骨近位に設置します。位置を確立したら、遠位の穴
にクイック リリース ドリル 3.2mm で、MP ティビアル 
リセクション ヘッドを脛骨に固定します。アライメント 
タワー ハンドルを MP ティビアル リセクション ヘッドに
設置して、アライメントを確認することができます。IM テ
ィビアル ガイド、アライメント タワー ハンドルを取り外
し、MP ティビアル リセクション ヘッド Slidex はそのま
ま残して置きます。MP ティビアル プレートを MP ティ
ビアル リセクション ヘッド Slidex 用に装着します。脛骨
近位を 1.37mm ソー ブレードを使用して骨切りします

（Figure 3）。

※本文中の MP は Microplasty の略称です。

Figure 1
32-485025　IM ドリル

Figure 2
32-485030　T型 IM ロッド
32-485556（左用）
　MP ティビアル リセクション ヘッド
32-485557（右用）
　MP ティビアル リセクション ヘッド
32-487599　IM ティビアル ガイド

Figure 3

髄内脛骨骨切り（スライデックス）
Step 6 Ⓔ
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Figure 1
32-485500～32-485505
　MP ティビアル テンプレート

Figure 2
32-485510　MP ステムパンチ マスク I-ビーム
32-486135　アライメント ロッド

Figure 3

Figure 5
32-485520　MP ステムパンチ I-ビーム

Figure 4
32-485525
　MP ステムボックス チゼル I-ビーム

膝関節最大屈曲位で脛骨をやや前方に亜脱臼させます。MP 
ティビアル テンプレートを使用し、AP、ML の両面を十分
に被覆するサイズを選択します（Figure 1）。脛骨粗面と
足関節中心を結んだ軸を指標としたポジショニングに基づ
き、回旋位を決定します。ティビアル ベース プレートの
ハンドル部分にアライメント ロッドを挿入し、髄外アラ
イメントを確認することができます（Figure 2）。パテラ
トラッキングを良好にするためには、やや外旋位に設置し
ます。

注記：外側に残存している軟部組織が MP ティビアル テ
ンプレートを内旋させないように、十分に注意してくださ
い。

MP ティビアル テンプレート上に MP ステムパンチ マス
ク I- ビームを組み立て、ヘッド付ピン（ミディアム）で
固定します（Figure 3）。MP ステムボックス チゼルを
ストッパーまで打ち込んでから一度抜去し、MP ステム
ボックス チゼルを 180 度回転させて再度打ち込みをし、
切除を完了します（Figure 4）。

次に、ハンマーを使用し、MP ステムパンチ I- ビームを
MP ステムパンチ マスク I- ビームに通して慎重に打ち込
みます（Figure 5）。

脛骨サイジング
Step 7 Ⓐ

マイクロプラスティー（I- ビーム）



Microplasty

22

膝関節最大屈曲位で脛骨をやや前方に亜脱臼させます。
MP ティビアル テンプレートを使用し、AP、ML の両面
を十分に被覆するサイズを選択します（Figure 1）。脛骨
粗面と足関節中心を結んだ軸を指標としたポジショニング
に基づき、回旋位を決定します。ティビアル ベース プレ
ートのハンドル部分にアライメント ロッドを挿入し、髄
外アライメントを確認することができます（Figure 2）。
パテラトラッキングを良好にするためには、やや外旋位に
設置します。

注記：外側に残存している軟部組織が MP ティビアル テ
ンプレートを内旋させないように、十分に注意してくださ
い。

MP ティビアル テンプレート上に MP ステムパンチ マス
ク フィン型を組み立て、ヘッド付ピン（ミディアム）で
固定します（Figure 3）。

ハンマーを使用し、MP ステムパンチ フィン型を MP ス
テムパンチ マスク フィン型に通して慎重に打ち込みます

（Figure 4）。

Figure 1
32-485500～32-485505
　MP ティビアル テンプレート

Figure 2
32-485511　MP ステムパンチ マスク フィン型
32-486135　アライメント ロッド

Figure 3

Figure 4
32-485521　MP ステムパンチ フィン型

脛骨サイジング
Step 7 Ⓑ

マイクロプラスティー（フィン）
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膝関節最大屈曲位で脛骨を前方に引き出します。アライメ
ント タワー ハンドルをパンチスルー トライアル プレー
トの内側に装着します。パンチスルー トライアル プレー
トは、AP、ML の両面を十分に被覆するサイズを選択し
ます（Figure 1）。脛骨粗面と足関節内外果を結んだ軸を
指標として、回旋位を決定します。ハンドル外側の穴にア
ライメント ロッドを挿入し、アライメントを確認すること
ができます（Figure 2）。

やや外旋設置することで、パテラ トラッキングを良好に
します。この時点で最初の仮整復をおこない、回旋角度を
確認します。至適な回旋角度が得られたら、パンチスルー 
トライアル プレートの位置を電気メスで印付けし、ヘッ
ド付ピンで固定します（Figure 3）。

M/L 59 63 67 71 75 79

A/P 38 41 43 46 48 51
（mm）

Figure 1
アライメント タワー ハンドルを設置したパン
チスルー トライアル プレート
32-487260～32-487265
32-486130　アライメント タワー ハンドル

Figure 2
アライメント タワー ハンドルとロッドを設置
したパンチスルー トライアル プレート
32-486135　アライメント ロッド（２本１組）

Figure 3
ヘッド付ピンを打った状態のアライメント タ
ワー ハンドルとパンチスルー トライアル プ
レート

脛骨サイジング
Step 7 Ⓒ

プレミア（I- ビーム、フィン）



Premier

24

Figure 8
パンチ トライアルが入ったパンチスルー トラ
イアル プレート

Figure 4
32-487270　ティビアル パンチ タワー

Figure 5
ティビアル パンチ タワーとスターター リーマー

Figure 6
32-487274　
　I-ビーム パンチ トライアル（セメントレス）
32-487275　I-ビーム セメント パンチ トライアル
32-487276　フィン パンチ トライアル

Figure 7
ティビアル パンチ タワーに挿入されたパンチ 
トライアル

ティビアル パンチ 
ハンドルを上方から
見た図
上面ボタン部分

プレミア（I- ビーム、フィン）
脛骨サイジング
Step 7 Ⓒ（続き）

ティビアル パンチ タワーはリリースロックをつかんでパ
ンチスルー トライアル プレートに装着します（Figure 4）。
ティビアル スターター リーマーで髄腔に穴を開けます

（Figure 5）。ティビアル スターター リーマーをティビア
ル パンチ ガイドに挿入してから、パワーを回してくださ
い。

注記：I- ビーム パンチ トライアル（セメントレス）、I- ビ
ーム セメント パンチ トライアル又は、フィン パンチ ト
ライアルのいずれかを選択して、ティビアル パンチ ハン
ドル上部のボタンを押しながら、パンチ トライアルを装
着します（Figure 6）。

パンチ トライアルを、ティビアル パンチ ガイドに到達し
て止まるまで慎重に打ち込みます（至適な深さで停止する
ようデザインされています）（Figure 7）。

パンチが完全に着座した後、ティビアル パンチ ハンドル
上部のボタンを押してパンチ トライアルを外します。パン
チ トライアルはパンチスルー トライアル プレート内に残
り、トライアル ステムとしての役割をします（Figure 8）。

ティビアル パンチ トライアル
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膝蓋骨を翻転し、骨棘と膝蓋骨周辺組織を大腿四頭筋腱と
膝蓋靱帯の付着する位置まで丁寧に取り除きます。膝蓋骨
全体の厚みをパテラ キャリパーで計測し、骨切りレベル
を決定します（Figure 1）。

PF 関節のオーバースタッフィングを回避するために、膝
蓋骨の厚みの復元は慎重に行なってください。十分に被覆
して、尚かつ切除前の膝蓋骨の厚さを超えない膝蓋骨 コ
ンポーネント トライアルを選択します。

サイズ表については P26 を参照。

たとえば、厚み 25mm の膝蓋骨に、厚み９mm のパテラ
コンポーネントを設置する場合には、リセクションクラン
プを 16mm にセットします（Figure 2）。 

膝蓋骨をクランプで挟み込み、クランプのナットを締めて
固定します（Figure 3）。1.37mm ソーブレードを使用し、
スリットを通じて膝蓋骨を切除します（Figure 4）。

３ペグ ドリル ガイドを切除後の膝蓋骨に置き、３ペグ スト
ッパ－付 パテラ ドリルでペグ穴を作成します（Figure 5）。

※注意
３ペグ ストッパー付 パテラ ドリル（32-468470）と
フェモラルのペグ穴作成に使用するストッパー付ドリル

（Step 9　Figure 3 参照）は形状が似ていますが長さが
異なりますので、ご注意下さい。

膝蓋骨骨切り
Step 8 Ⓐ

（パテラ ソー ガイド スリット付き）

Figure 1
32-347820　パテラ キャリパー

Figure 2
32-347560　パテラ リセクションクランプ

Figure 3

Figure 4

Figure 5

➡
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Figure 1
32-486502　パテラ キャリパー（シーザースタイル）

Figure 2
パテラ ソー ガイド スタイラスを装着したパテ
ラ ソー ガイド
32-486500

Figure 3

膝蓋骨を翻転し、骨棘と膝蓋骨周辺組織を大腿四頭筋腱と
膝蓋靱帯の付着する位置まで丁寧に取り除きます。膝蓋骨
全体の厚みをパテラ キャリパー（シーザースタイル）で
計測し、骨切りレベルを決定します（Figure 1）。

パテラ ソー ガイドを使用し膝蓋骨をフラットカットしま
す。至適な骨切除量を決定するために磁石付き ソー ガイ
ド スタイラスを使用することもできます（Figure 2）。
※スタイラスの目盛りは切除する骨の厚みを示しています。

PF 関節のオーバースタッフィングを回避するために、膝
蓋骨の厚みの復元は慎重に行なってください。十分に被覆
して、尚かつ切除前の膝蓋骨の厚さを超えない膝蓋骨 コ
ンポーネント トライアルを選択します。３ペグ 膝蓋骨 コ
ンポーネントを設置する場合は、３ペグ ドリル ガイドを
切除後の膝蓋骨に置き、３ペグ ストッパ－付 パテラ ドリ
ルでペグ穴を作成します（Figure 3）。

シリーズ A パテラ コンポーネント サイズ表

STD ３ペグ
直径 ※25 28 31 34 ※37

厚み 8.0 8.0 8.0 8.5 10.0

THIN ３ペグ
直径 25 28 31 34 ―

厚み 6.2 6.2 6.2 7.8 ― （mm）
※オプション

※注意
３ペグ ストッパー付 パテラ ドリル（32-468470）と
フェモラルのペグ穴作成に使用するストッパー付ドリル

（Step 9　Figure 3 参照）は形状が似ていますが長さが
異なりますので、ご注意下さい。

膝蓋骨骨切り
Step 8 Ⓑ

（パテラ ソー ガイド）
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膝蓋骨を翻転し、骨棘と膝蓋骨周辺組織を大腿四頭筋腱と
膝蓋靭帯付着部まで丁寧に取り除きます。

膝蓋骨のサイズは、パテラ ブッシング※１を使用して計測
します。適切な膝蓋骨のサイズを選択した後、サイズの合
ったパテラ ブッシングをパテラ クランプ ハンドルに装着
します。
※１ パテラ ブッシング サイズ　28，31，34，37，40，43mm

膝蓋骨の径と厚さにより、スタンダード（STD）、または、
薄い（THIN） 膝蓋骨コンポーネントを選択します。

サイズ表については P26 を参照。

膝蓋骨が斜めにならないよう注意しながら、パテラ クラ
ンプ ハンドルを膝蓋骨にしっかり固定します。

適切なサイズのパテラ リーマー※２を、パテラ リーマー 
シャフト（ストッパー付き）に取り付け、パワードリルに
装着します（Figure 2）。
※２ パテラ リーマー サイズ　28，31，34，37，40，43mm

パテラ リーマーをクランプ固定されたブッシングに挿入
し、リーマー刃面を膝蓋骨の頂点にあてがいます。

適切な厚みのパテラ スペーサー※３（マグネットタイプ）
をパテラ リーマー シャフトのアジャスタブル デプス ス
トッパー部に取り付けます。ストッパー側面にあるボタン
を押しながらストッパーの位置を調節し、ストッパーがパ
テラ ブッシングに接触するまで進めます（Figure 3）。
※３ パテラ スペーサー サイズ　6.2，7.8，8.0，8.5，10.0mm

Figure 1
32-486800　パテラ クランプ ハンドル
32-486831～32-486836　パテラ ブッシング

（パテラ リーマー）
膝蓋骨骨切り
Step 8 Ⓒ

Figure 2
32-486802
　パテラ リーマー シャフト（ストッパー付き）
32-486841～32-486846
　パテラ リーマー ペグレス

Figure 3
32-486802
　パテラ リーマー シャフト（ストッパー付き）
32-486870～32-486878　パテラ スペーサー



VANGUARD

28

Figure 1
32-486510　パテラ セメント クランプ ハンドル
32-486515　パテラ セメント クランプ ヘッド

適切なサイズの膝蓋骨コンポーネントを膝蓋骨にあてがい、
既に作成されたペグホールにペグが埋め込まれるまで指で
加圧します。鋭匙で周辺の余剰セメントを取り除きます。

パテラ セメント クランプ ハンドルにパテラ セメント ヘッ
ドを装着します。
その後コンポーネントの上にあてがい、パテラ セメント 
ヘッドがコンポーネントに接触するまで締めます。次に
パテラ セメント クランプ ハンドルのラチェット ハンド
ルを締め、インプラントを加圧します（Figure 1）。

クランプを締めた状態で、鋭匙で余剰セメントを取り除き
ます。クランプはセメントが完全に硬化するまでそのまま
にして置きます。

パテラ コンポーネントの設置

リーミング後、パテラ ブッシングをパテラ クランプ ハン
ドルから取り外し、代わりに３ペグ ドリルガイドを装着
し、3 ぺグ ストッパー付きパテラ ドリルでペグ穴を作成
します（Figure 4）。

※ 3 ペグ ドリルガイドの段差は、パテラ コンポーネント
25mm、31mm 径の目安になります（Figure 5）。
各サイズのパテラ径が必要な場合は、パテラ セメント ク
ランプ ハンドル（32-486510）とモジュラー 3 ペグ 
ドリルガイド（32-486531 ～ 486535）を使用して
ください（Figure 6）。

ドリル後、パテラ クランプ ハンドルのトリガーをハンド
ル方向に引きながら緩めます。

（パテラ リーマー）
膝蓋骨骨切り
Step 8 Ⓒ（続き）

Figure 4
32-486822　3ぺグ ドリルガイド
32-468470　3ぺグ ストッパー付きパテラ ドリル

Figure 5
32-486822　3ペグ ドリルガイド

Figure 6
32-486510　パテラ セメント クランプ ハンドル
32-486831～32-486836

パテラ ブッシング
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全ての骨表面処置を終えてから、トライアルを使用して
仮整復をおこないます。まず CR フェモラル トライアル
を、フェモラル ティビアル インパクターで打ち込みます

（Figure 1）。
※ティビアル トライアルを先に挿入してもかまいません。

次にティビアル トライアルに、I- ビームまたはフィン型 
ステムを取り付けます（下図参照）。そして至適になるよ
うな厚みのベアリング トライアルを選びます。最後に適
切なサイズのパテラ トライアルを膝蓋骨にあてがいます。
全てのトライアルを設置し、全可動域での膝関節の動きと
安定性を確認します（Figure 2）。屈曲位や伸展位で内側
／外側がタイトな場合、必要に応じて軟部組織のリリース
をおこないます。

フェモラル、ベアリング、ティビアルのトライアルを設置
した状態で、CR フェモラル コンポーネントの内外側の
設置位置を決定します。膝蓋骨置換の場合は、パテラ ト
ライアルを解剖学的に正常な位置に設置します。PF 関節
のトラッキングと緊張度に注目しながら、全可動域にて膝
関節を操作します。必要に応じて、膝蓋骨を翻転し、フェ
モラル コンポーネントを外側または内側に移動させ膝蓋
骨のトラッキングを改善します。膝蓋骨を元に戻し可動域
運動を再開します。満足する膝蓋骨の動きが得られるまで
確認を繰返します。

膝蓋骨を翻転し、CR フェモラル トライアルの遠位端顆
部にある２つの穴にストッパー付ドリル（６mm）を使用
しペグ穴を作成します（Figure 3）。

Figure 1
CR フェモラル トライアルの設置
32-486201　フェモラル ティビアル インパクター

Figure 2
トライアルが全て設置された状態

Figure 3
ストッパー付ドリル（６mm）を使って大腿骨
トライアルの内外側にドリリング
32-486100　ストッパー付ドリル（6mm）

※ティビアル トライアル下方より、I- ビー
ムまたはフィン型ステムを取り付け、上方
からヘックス ドライバー 3.5mm でネジ
をしめて固定します。

32-486120　ヘックス ドライバー 3.5mm

仮整復（CR）
Step 9 Ⓐ
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全ての骨表面処置を終えてから、トライアルを使用して
仮整復をおこないます。まず CR フェモラル トライアル
を、フェモラル ティビアル インパクターで打ち込みます

（Figure 1）。
※ティビアル トライアルを先に挿入してもかまいません。

次にティビアル トライアルに、I- ビームまたはフィン型 
ステムを取り付けます（下図参照）。そして至適になるよ
うな厚みのベアリング トライアルを選びます。最後に適
切なサイズのパテラ トライアルを膝蓋骨にあてがいます。
全てのトライアルを設置し、全可動域での膝関節の動きと
安定性を確認します（Figure 2）。屈曲位や伸展位で内側
／外側がタイトな場合、必要に応じて軟部組織のリリース
をおこないます。

フェモラル、ベアリング、ティビアルのトライアルを設置
した状態で、CR フェモラル コンポーネントの内外側の
設置位置を決定します。膝蓋骨置換の場合は、パテラ ト
ライアルを解剖学的に正常な位置に設置します。PF 関節
のトラッキングと緊張度に注目しながら、全可動域にて膝
関節を操作します。必要に応じて、膝蓋骨を翻転し、フェ
モラル コンポーネントを外側または内側に移動させ膝蓋
骨のトラッキングを改善します。膝蓋骨を元に戻し可動域
運動を再開します。満足する膝蓋骨の動きが得られるまで
確認を繰返します。

膝蓋骨を翻転し、CR フェモラル トライアルの遠位端顆
部にある２つの穴にストッパー付ドリル（6mm）を使用
しペグ穴を作成します（Figure 3）。

仮整復（CR AS ベアリング）
Step 9 Ⓑ

Figure 1
CR フェモラル トライアルの設置

※ティビアル トライアル下方より、I- ビー
ムまたはフィン型ステムを取り付け、上方
からヘックス ドライバー 3.5mm でネジ
をしめて固定します。

32-486120　ヘックス ドライバー 3.5mm

Figure 2
ティビアル トライアルの設置

Figure 4
ベアリング トライアルの挿入

Figure 3
ストッパー付ドリル（６mm）を使って大腿骨
トライアルの内外側にドリリング
32-486100　ストッパー付ドリル（6mm）

AS ベアリングのベアリングトライアルカラ―は CR、
CR リップのベアリングトライアルカラ―と異なります
ので注意してください。

AS ベアリング CR/CR リップ
59mm なし 59mm 赤茶
63mm 赤茶 63/67mm 緑色
67mm 緑色 71/75mm 灰色
71mm 灰色 79/83mm こげ茶色
75mm こげ茶色
79mm 青色
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全ての骨表面処置を終えてから、仮整復をおこないます。
まずトライアルを、フェモラル ティビアル インパクター
で打ち込みます（Figure 1）。
※ティビアル トライアルを先に挿入してもかまいません。

次にティビアル トライアルに、I- ビームまたはフィン型
ステムを取り付け（下図参照）、厚みが至適になるような
PS トライアル ポストが付いたベアリング トライアルを
選びます。最後に適切なサイズのパテラ トライアルを膝
蓋骨にあてがいます。全てのトライアルを設置し、全可動
域での膝関節の動きと安定性を確認します（Figure 2）。
屈曲位や伸展位で内側 / 外側がタイトな場合、必要に応じ
て軟部組織のリリースをおこないます。

＜オプション＞
更なる安定性が必要であれば、PS プラス トライアル ポ
ストを使用して評価することもできます。
※ PS プラスは、回旋許容±２度のコンストレイン型です。

Figure 1
PS フェモラル トライアルの設置
32-486201　フェモラル ティビアル インパクター

Figure 2
PS トライアルが全て設置された状態

※ティビアル トライアル下方より、I- ビー
ムまたはフィン型ステムを取り付け、上方
からヘックス ドライバー 3.5mm でネジ
をしめて固定します。

32-486120　ヘックス ドライバー 3.5mm

仮整復（PS）
Step 9 Ⓒ
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Figure 1
ティビアル トレイの挿入
32-486201　フェモラル ティビアル インパクター

セメント固定の場合は、ティビアル トレイは一体型です
が、セメントレスの場合は、適切なステム（プライマリー
は通常 40mm ステム）を選び、モジュラー式 ポーラス 
プライマリー ティビアル トレイを組み立てます。※
ステム固定用のロッキング スクリューはステムのパッケ
ージに同梱されています。ステムのテーパー部とティビア
ル トレイ背面のテーパー部を固定します。ステムとプレ
ート間でアライメント キーが一致していることを確認し
てください。ハンマーでステムの先端を一叩きし、テーパ
ー部を完全に固定させます。次にステムのスパイラル ロ
ック スレッドにロッキング スクリューを止め、ステムの
固定を高めます。最後に、フェモラル ティビアル インパ
クターを用いて脛骨にトレイを打ち込みます（Figure 1）。
大腿骨外顆がティビアル トレイの後外側の角と接触する
ことがありますので、注意してください。I- ビーム トレ
イは挿入してやや回旋させると、接触を避けることができ
ます。その後、適正位置に戻してください。セメント固定
の場合は、鋭匙で周辺の余分な骨セメントを取り除きます。

スクリュー固定の場合、ドリルガイド（32-480117）
と 3.2mm ドリルを使ってドリリングをします。

注記：スクリュー固定用のロープロファイル スクリュー
は、15 度傾斜で、任意の方向に向けられるため、良い海
面骨または皮質骨に噛み合わせることができます。ドリル
とスクリューの挿入の方向は X 線写真を参考にして決め
ます。

ティビアル トレイが完全に固定されたら、ここでベアリ
ング トライアルを再度挿入して、緊張度と安定性を確認
するために仮整復をすることも可能です。

（セメント固定、またはセメントレス固定）
ティビアル コンポーネントの挿入
Step 10

※モジュラー式 ティビアル トレイの組み立て
及びスクリュー固定の方法
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フェモラル ティビアル インパクターを使用し、PS フェ
モラル コンポーネントを設置します。鋭匙で周辺の余分
なセメントを取り除きます。特に後外側の角にあるセメン
トはすべて除去してください。

Figure 1
PS フェモラル コンポーネントの設置
32-486201　フェモラル ティビアル インパクター

CR フェモラル インパクターに適切なサイズの CR フェ
モラル インプラントを装着し、大腿骨に設置します。完
全に骨と接触する約 2mm 手前まで挿入します。仕上げ
用のフェモラル ティビアル インパクターを使用し、CR
フェモラル インプラントを完全に設置します。セメント
固定の場合、鋭匙で周辺の余分なセメントを取り除きま
す。特に後外側の角にあるセメントはすべて除去してくだ
さい。

Figure 1
CR フェモラル コンポーネントの設置
32-486205　VG CR フェモラル インパクター

（セメント固定）
フェモラル コンポーネントの挿入（PS）
Step 11 Ⓑ

（セメント固定、またはセメントレス固定）
フェモラル コンポーネントの挿入（CR）
Step 11 Ⓐ

Figure 1

新型フェモラル インパクター
フェモラルコンポーネントをフェモラルインパクターの
中央に置き（Figure 1）、「THUMB」の部分を押さえて、
フェモラルコンポーネント外側の溝にフェモラルインパク
ターのフックをかけます。次に内側の溝にフックをかけま
す（Figure 2）。その後、両方のフックがしっかりフェモ
ラルコンポーネントに固定されるまでノブを回してくださ
い（Figure 3）。

Figure 2 Figure 3 Figure 4

「THUMB」
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適切なサイズのパテラ コンポーネントを膝蓋骨にあてが
い、既に作成されたペグホールにペグが埋め込まれるまで
指で加圧します。鋭匙で周辺の余剰セメントを取り除きま
す。

アキュライン パテラ クランプをパテラ コンポーネントに
あてがい固定ネジを締め、更にパテラ コンポーネントを
加圧します（Figure 1）。

パテラ クランプを締めた状態で、鋭匙で余剰セメントを
取り除きます。クランプはセメントが完全に硬化するまで
そのままにして置きます。

Figure 1
パテラ コンポーネントの設置
32-467249　アキュライン パテラ クランプ

固定ネジ

ティビアル トレイに適切なサイズのベアリングを装着し、
指で圧をかけながら、しっかりと後方に押し込みます。
AS ベアリングを使用する場合は、後方リップが高い為、
スタンダードベアリングに比べて挿入しにくい可能性があ
ります。その場合は、脛骨を大腿骨後方に沿って少し回旋
させると挿入が容易になります。膝を伸展位に戻し、ベア
リングがティビアルトレイに完全に挿入出来ているかを必
ず確認してください（Figure 1）。ベアリングはベースプ
レートに対して全周辺に於いて水平に設置されていなけれ
ばなりません。ティビアル ロッキング バー（ベースプレ
ートに同梱）をベースプレートとベアリングの界面に、前
方内側から挿入します（Figure 2）。

注記：決してティビアル ロッキング バーを曲げたり、形
状を変えたりしないでください。

ロッキング バー インサーターの先端を、ティビアル ロッ
キング バーのノッチに差し込みます。小さい方の四角い
先端は、脛骨 ベース プレートの前方支柱のノッチに差し
込みます。ティビアル ロッキング バーが正しい場所にお
さまり“カチッ”という音がするまで、ロッキング バー 
インサーターで挿入します（Figure 3）。必ずティビアル 
ロッキング バーの挿入に不具合がないことを目と耳で確
認してください。

Figure 2

Figure 2
ティビアル ロッキング バー挿入
32-486125　ロッキング バー インサーター

パテラ コンポーネントの設置
Step 12

ロッキング バーの挿入／抜去
Step 13

アキュライン パテラ クランプ

Figure 1
ティビアル ベアリングの挿入
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アンテリア スタビライズド（後方傾斜 0°）
回旋許容（内外旋）± 6°
PCL：Deficient（不完全）
PCL が不完全で前後方向及び回旋安定性が必要な場合に有効

MCL/LCL：Balanced
GAP：Flexion ＝ Extension

スタンダード（後方傾斜 3°）
回旋許容（内外旋）± 15°
PCL：Intact
MCL/LCL：Balanced
GAP：Flexion ＝ Extension

ポステリア リップ（後方傾斜 0°）
回旋許容（内外旋）± 15°
PCL：Intact
MCL/LCL：Balanced
GAP：Flexion ＞ Extension
屈曲 GAP が大きくなった場合に有効

Vanguard CR は３種類のベアリングが選択できます。
従来 PCL がルースで前後及び回旋動揺性（不安定性）が
ある場合は、PS 型への移行を余儀なくされていましたが、
AS ベアリング追加により、更に術中の選択幅が広がり、
PS BOX の追加骨切除なしに高い安定性を前方の高いリ
ップにより得ることができます。

Vanguard アンテリアスタビライズド

※アンテリアスタビライズド（AS）ベアリングには組み合わせ制限があります。
必ず下記の組み合わせ表をご確認下さい。

アンテリアスタビライズド組み合わせ表

フェモラルコンポーネント
Size 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75
59 ● ●
63 ● ● ● ●
67 ● ● ● ● ● ●
71 ● ● ● ● ● ● ●
75 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
79 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

A
S

ベ
ア

リ
ン

グ

このベアリングには後方傾斜は含まれません。（後方傾斜 0°）
●：組み合わせ可能

ティビアルトレイ
Size 59 63 67 71 75 79
59 ●
63 ● ●
67 ● ●
71 ● ●
75 ● ●
79 ●

A
S

ベ
ア

リ
ン

グ

後方傾斜を付けて脛骨を骨切りした場合は、
フィン型ティビアルトレイを推奨します。
●：組み合わせ可能

販売名: Vanguard CRインターロックシステム
承認番号: 22200BZX00133000

販売名: Vanguard CR E1 ベアリング
承認番号: 22400BZX00287000
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32-486259　クイックリリース ドリル ショート チャック

32-486257　ストッパー付ドリル 3.2mm

32-486255　クイックリリース トロカーピン

32-467619　クイックリリース ドリル 3.2mm

32-420160　ピンプラー

32-486250　ヘッド付ピン スモール

32-486252　ヘッド付ピン ミディアム

32-486253　ヘッド付ピン ラージ

32-486210　スラップハンマー

32-486257　ストッパー付ドリル 3.2mm

32-486255　クイックリリース トロカーピン

32-467619　クイックリリース ドリル 3.2mm

＜使用可能な器具＞

PS ボックス ガイド プレミア 4-in-1 カット ブロック

＜使用可能な器具＞

＜使用可能な器具＞

MP Slidex 4-in-1 カット ブロック

挿入抜去器械適合表
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32-486250　ヘッド付ピン スモール

32-486252　ヘッド付ピン ミディアム

32-486253　ヘッド付ピン ラージ

32-486250　ヘッド付ピン スモール

32-486252　ヘッド付ピン ミディアム

32-486253　ヘッド付ピン ラージ

32-486250　ヘッド付ピン スモール

32-486252　ヘッド付ピン ミディアム

32-486253　ヘッド付ピン ラージ

＜使用可能な器具＞

32-486210　スラップハンマー

32-486260　ピン ホルダー

32-349217　ピン打ち込み器

＜使用可能な器具＞

＜使用可能な器具＞



販売名：VANGUARD インスツルメント 1 届出番号：13B1X10228KN0036
販売名：PATELLA インスツルメント 1 届出番号：13B1X10228KN0028
販売名：PATELLA インスツルメント 2 届出番号：13B1X10228KN0030

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600（代表） Fax. 03-6402-6620

https://www.zimmerbiomet.com/ja

ジンマー  バイオメット ●製品のお問合せ 03-6402-6602

0463-30-4801

0463-30-4821

Tel.

Tel.

Fax .

●カスタマーサービス（商品のご注文）

営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡

D2007-9（E） 6/2019  Vanguard手術手技書
© 2016 Zimmer Biomet G.K.


