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OSS プロキシマル フェモラル

骨切除
大腿骨近位の骨欠損量が非常に大きく、少なくとも
10cm の置換が必要な場合、OSS プロキシマル フェ
モラル（7cm）および OSS ダイアフィジアル セグ
メントを以下の手順に従って使用することを推奨しま
す（Figure 1）。

大腿骨近位を測定し、電気メス等を用いて骨切除レベ
ルおよび回旋の基準となる印をつけます（Figure 2）。

前工程でマーキングした印を参照に、骨切除を行いま
す（Figure 3＆4）。
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大腿骨髄腔の処理
ブレットチップリーマーのサイズを段階的に上げなが
ら皮質骨に接するまで大腿骨髄腔のリーミングを行い
ます（リーミングの深さは、使用するステムの長さに
より決定されます。90mm、150mm、225mm）

（Figure 1＆2）。

最終のブレットチップリーマーの径と同じサイズのフ
レアリーマーを選択し、リーマーシャフト表面の深さ
を表示する刻み目まで大腿骨髄腔のリーミングを行い
ます（Figure 3～4）。
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大腿骨髄腔にフレアリーマーを残したまま、パワード
リルを取り外します（Figure 1） 。

フレアリーマーのシャフトに OSS リセクション プ
レーナーを装着し、骨切除後の大腿骨近位端を滑らか
にします（Figure 2～3）。

OSS リセクション プレーナーの使用（オプション 1）
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フレアリーマーを取り外し、OSS リセクション プ
レーナー トライアル ステム インサートにステムト
ライアルを取り付けます。組み立て後の OSS リセク
ション プレーナー トライアル ステム インサートの
上端が骨切除後の大腿骨近位端と同じ高さになるま
で、大腿骨髄腔に挿入します（Figure 1～3）。

OSS リセクション プレーナー トライアル ステム 
インサートのシャフトに OSS リセクション プレー
ナーを装着し、骨切除後の大腿骨近位端を滑らかにし
ます（Figure 4＆5）。

OSS リセクション プレーナーの使用（オプション 2）
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トライアルの組み立て
スクリュードライバーを用いて OSS プロキシマル 
フェモラル トライアルを OSS ダイアフィジアル セ
グメントトライアルに固定します（Figure 1）。

固定ホイールを締めてステムトライアルを OSS ダイア
フィジアル トライアル セグメントに装着します（この
操作は指、または OSS ダイアフィジアル セグメント 
レンチを使用して行ってください。）（Figure 2＆3）。

組み立てた OSS プロキシマル フェモラル トライア
ルを挿入します（Figure 4）。

注記：バイオメット タイプ１テーパー フェモラル
ヘッドと使用してください。

OSS プロキシマル フェモラル
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インプラントの組み立て
モジュラーステムからステムスクリューを外します。
ステムスクリューは、ステムのモーステーパー部に取
り付けられた状態で包装されています（Figure 1＆2）。

OSS ダイアフィジアル セグメントのインプラントと
共に個々に包装されている２本の固定ネジ（大・小の
種類別有り）を別に保管してください。これらのネジ
は、インプラントの固定に使用します（Figure 3）。

モジュラーステムと OSS ダイアフィジアル セグメン
トの位置を調節した後、OSS テーパーホルダー ダイ
アフィジアルおよび OSS ステムインパクターを用いて
テーパー部をしっかりとはめ込みます（Figure 4＆5）。
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インプラントの組み立て（続き）
別に保管しておいた固定ネジ（小）を用いて固定しま
す。サイズの大きい OSS ダイアフィジアル セグメ
ントを使用する場合は、ロングシャフト型スクリュー
ドライバーを使用します（Figure 6）。

OSS プロキシマル フェモラル インプラントを組み
立てた OSS ダイアフィジアル セグメント／モジュ
ラーステムに装着し、OSS ステムホルダーおよびフィ
ン インパクターを用いてテーパー部をしっかりとは
め込みます（Figure 7）。

別に保管しておいた固定ネジ（大）を用いて固定しま
す（Figure 8）。

注記：バイオメット タイプ１テーパー フェモラル
ヘッドと使用してください。

トロキャントリック クロウの使用
OSS プロキシマル フェモラル FINN スタイル及び
LETSON スタイル インプラントには、マロリーヘッ
ド モジュラーカルカー／ 1pc カルカーに用いるトロ
キャントリックボルトおよびトロキャントリッククロ
ウを使用することができます（Figure 9～11）。

OSS プロキシマル フェモラル
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スタッキングアダプターの組み立て
注記：特定の再建長を得るために２つ以上の OSS ダ
イアフィジアル セグメントを使用する場合、以下の
手順に従って２個の OSS ダイアフィジアル セグメ
ント間にテーパー／固定ネジの接合部を作製します。

OSS ダイアフィジアル セグメントおよびモジュラー
ステムを組み立て、固定ネジ（小）で固定した後、
フィンニー アクスル スクリュードライバーを用いて
組み立てた OSS ダイアフィジアル セグメント／モ
ジュラーステムのテーパー部に OSS セグメンタル 
スタッキング アダプター（Figure 1）を装着します

（Figure 2～4）。

OSS セグメンタル スタッキング アダプターをしっか
りと装着した状態で、OSS テーパーホルダー ダイア
フィジアルおよび OSS ステムインパクターを用いて
２つ目の OSS ダイアフィジアル セグメントを最初の
OSS ダイアフィジアル セグメントにしっかりとはめ
込み、OSS ダイアフィジアル セグメントに同梱され
ている固定ネジ（小）で固定します（Figure 5＆6）。

OSS セグメンタル スタッキング アダプターの使用（オプション）
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トライアルの組み立て
注記：全大腿骨置換（脛骨コンポーネントは除く）は、
通常以下の４種類のインプラントから構成されます。

・OSS プロキシマル フェモラル 7cm
（FINN スタイルまたは LETSON スタイル）

・OSS ダイアフィジアル セグメント（3～23cm）
・OSS トータル フェモラル カプラー（10cm または 30cm）
・OSS セグメンタル フェモラル 7cm

全大腿骨置換全長は、各コンポーネントの置換長を加
算した長さとなります。

例
（目標：41cm の全大腿骨）
7cm の OSS プロキシマル フェモラル

＆
17cm の OSS ダイアフィジアル セグメント

＆
10cm の OSS トータル フェモラル カプラー

＆
7cm の OSS セグメンタル フェモラル

スクリュードライバーを用いて OSS ダイアフィジア
ル セグメントトライアルを OSS プロキシマル フェ
モラル トライアルに固定します（Figure 1）。

固定ホイールを締めて OSS トータル フェモラル カ
プラーを OSS ダイアフィジアル トライアル セグメ
ントに装着します（この操作は指、または OSS ダ
イアフィジアル セグメント レンチを使用して行いま
す。）（Figure 2～3）。

スクリュードライバーを用いて OSS セグメンタル 
フェモラル トライアルを OSS トータル　フェモラ
ル カプラートライアルに固定します（Figure 4）。

OSS 全大腿骨置換
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トライアルの手順
トライアルの接続は、12mm のベアリングトライア
ルを用いて開始します。

組み立てたベアリングトライアル／脛骨コンポーネン
トトライアルを大腿骨コンポーネントトライアルには
めこみ、OSS アクスル トライアルを大腿骨コンポー
ネントトライアルの顆部に通してトライアル全体を完
全に連結します（Figure 1＆2）。

伸展した状態で軟部組織のバランスをとります。十分
な伸展は得られるが、牽引時の関節伸延が 8mm を
超えない脛骨ベアリングを選択します。適合性および
全コンポーネントの相互関係を確認後、トライアルを
取り外します。

注記：バイオメット タイプ１テーパー フェモラル
ヘッドと使用してください。
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インプラントの組み立て
OSS トータル フェモラル カプラー テーパー部に
装着されている２本のカプラー用固定ネジ（大スク
リューヘッド／小ネジ径）を外し、別に保管します。
このうち１本をインプラントの結合に使用します＊

（Figure 1＆2）。

OSS ダイアフィジアル セグメントのインプラントと
共に個々に包装されている２本の固定ネジ（大・小の
種類別有り）を別に保管してください。これらのネジ
は、インプラントの組み立てに使用します（Figure 3）。

＊注記：OSS ダイアフィジアル セグメントを使用し
ない場合は、OSS プロキシマル フェモラルおよび
OSS セグメンタル フェモラルを組み立てるために、
両方の固定ネジ（大・小）を保管してください。

OSS 全大腿骨置換
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インプラントの組み立て（続き）
OSS トータル フェモラル カプラーと OSS ダイア
フィジアル セグメントの位置を調節した後、OSS
テーパーホルダー ダイアフィジアルおよび OSS ス
テムインパクターを用いてテーパー部をしっかりとは
め込みます（Figure 4）。

別に保管しておいた固定ネジ（小）を用いて固定しま
す（サイズの大きい OSS ダイアフィジアル セグメ
ントを使用する場合は、ロングシャフト型スクリュー
ドライバーを使用します。）（Figure 5）。
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インプラントの組み立て（続き）
OSS セグメンタル フェモラル インプラントを OSS
トータル フェモラル カプラーに装着し、OSS テー
パーホルダー ダイアフィジアルおよびフィン インパ
クターを用いてテーパー部をしっかりとはめ込みます

（Figure 6）。

別に保管しておいたカプラー用固定ネジを用いて固定
します（Figure 7）。

OSS プロキシマル フェモラル インプラントを OSS
ダイアフィジアル セグメントに装着し、プロキシマ
ル フェモラル インパクターを用いてテーパー部を
しっかりとはめ込みます（Figure 8）。

別に保管しておいた固定ネジ（大）を用いて固定しま
す（Figure 9）。

この状態で組み立てた全大腿骨置換コンポーネント
（Figure 10）および選択した脛骨コンポーネントを
挿入します。

OSS 全大腿骨置換



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、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。

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。
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