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OSS 脛骨ベースプレート

Primary
脛骨近位端骨切除
髄内または髄外脛骨切りガイド（IM 脛骨骨切りガイ
ドを推奨）により脛骨近位端の最小切除（8mm）を
行います。
ここでは髄内骨切りガイドを用いた方法を紹介しま
す。

以下の順序で大腿骨にドリル孔を開け、リーマーで径
を広げます。

・クロウ ポイント ツイスト ドリル
・AGC I/M リーマー
・AGC I/M ロッド

IM ティビアル リセクションガイドの骨切除レベルを
術前計画の数値に設定します。金色のボルトを締め、
骨切除レベルを固定します。スタイラスが骨欠損の少
ない側の脛骨近位端の最深部に達するまでアセンブリ
全体を I/M ロッドに沿ってスライドさせます。前方
の銀色のボルトを締めて切除ガイドを I/M ロッドに
固定します（Figure 1）。

骨切りブロックをクイックリリーストロカーピンにて
固定した後、ガイドから取り外します。I/M ロッドお
よび IM 脛骨骨切りガイドの本体を取り外します。ス
ロットを通じて脛骨近位端を切除し、下肢の機能軸に
対して垂直な平面を形成します。骨切りブロックを取
り外します。

脛骨骨切り面からはみ出さない、被覆度が最も高い脛
骨テンプレートを選択し、クイックリリーストロカー
ピンで脛骨骨切り面に固定します。脛骨パンチガイド
タワーを装着し、前方のネジを絞めテンプレートに固
定します（Figure 2）。
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Revision
脛骨近位端骨切除
注記：IM ティビアル リセクションガイドの骨切除レ
ベルを除き、Primary 脛骨近位端骨切除時のすべて
の手順を行います。

Revision 脛骨近位端骨切除に関しては、IM ティビア
ル リセクションガイドの骨切除レベルを「２」に設定し、
通常の骨切除を行うことにより、脛骨プラトーのフラッ
トクリーンアップカットを行います（Figure 1）。

注記：IM ロッドまたはフレアリーマーで脛骨骨切り
ガイドを取り付ける十分なスペースが得られない場合
は、ブレットチップリーマーを用い、フリーハンドで
リーミングを行う必要が生じることがあります。そ
うすることにより、組み立てたステムトライアル／
OSS リセクション プレーナー インサートを IM ティ
ビアル リセクションガイドと使用することが可能に
なります（Figure 2＆3）。
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OSS ノンモジュラー ティビアル
ベースプレート ショート使用の場合
ティビアル ステム スターターリーマーを用いて、脛
骨にエントリーホールを作製します（Figure 1）。

作製したエントリーホールを、OSS ティビアル スパ
イラル リーマー ショート ノンモジュラーを用いて脛
骨ベースプレートのステム部に適した深さおよび直径
に形成します（Figure 2）。

脛骨ベースプレートの回旋防止用キール部分を、
OSS ティビアル トレイ キール パンチで作製します

（Figure 3）。

ティビアルパンチガイドタワーおよびテンプレートを
取り外します。

OSS 脛骨ベースプレート
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OSS ノンモジュラー ティビアル
ベースプレート ロング使用の場合
ティビアル ステム スターターリーマーを用いて、脛
骨にエントリーホールを作製します（Figure 1）。

作製したエントリーホールを、OSS ティビアル スパ
イラル リーマー ロング ステムを用いて脛骨ベースプ
レートのステム部に適した深さおよび直径に形成しま
す（Figure 2）。

脛骨ベースプレートの回旋防止用キールのためのス
ペースを、OSS ティビアル トレイ キール パンチで
作製します（Figure 3）。

ティビアルパンチガイドタワーおよびテンプレートを
取り外します。
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OSS モジュラー ティビアル ベースプレート
ステムを使用しない場合
ティビアル ステム スターターリーマーを用いて、脛
骨にエントリーホールを作製します（Figure 1）。

作製したエントリーホールを、OSS ティビアル ス
パイラル リーマー モジュラーを用いて脛骨ベースプ
レートのステム部に適した深さおよび直径に形成しま
す（Figure 2）。

脛骨ベースプレートの回旋防止用キール部分を、
OSS ティビアル トレイ キール パンチで作製します

（Figure 3）。

ティビアルパンチガイドタワーおよびテンプレートを
取り外します。

OSS 脛骨ベースプレート
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OSS モジュラー ティビアル ベースプレート
90mm ステム使用の場合
注記：OSS モジュラー ティビアル処理時のすべての
手順を行います。90mm のステムを使用する場合は、
以下の追加の手順が必要です。

OSS ティビアル スパイラル リーマー　モジュラーを
用いたリーミング後、OSS リーマースリーブおよび
ブレットチップリーマーを選択します（Figure 1＆2）。

・8mm ～ 12.5mm のブレットチップリーマー
　＝ OSS リーマースリーブ 8－12.5
・13mm ～ 20mm のブレットチップリーマー
　＝ OSS リーマースリーブ 13－20

OSS リーマースリーブの水平方向のスロットにブ
レットチップリーマーを挿入し、OSS リーマースリー
ブ内でリーマーが垂直になるまでリーマーを時計方向
に回転させます（Figure 3～5）。



90mm 脛骨タワー
フレアリーマー
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Figure 7　OSS リーマースリーブ
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OSS モジュラー ティビアル ベースプレート
90mm ステム使用の場合（続き）
ブレットチップリーマーをティビアルパンチガイドタ
ワースリーブ内に挿入した状態で、組み立てた OSS
リーマースリーブをティビアルパンチガイドタワーに
挿入し、リーマーシャフト表面の 90mm ステムのラ
インまでリーミングを行います（ラインは、OSS リー
マースリーブ上部の凹部の上端と同じレベルでなけれ
ばいけません。）（Figure 2、6、7）。

皮質骨に接するまで段階的にリーミングを行い、
OSS リーマースリーブを取り外します。

OSS タワーフレアリーマー 90mm を選択し（上記
工程の最終のブレットチップリーマーの径に基づきま
す）、90mm ステム結合部を処理します。

・12.5 －：9mm から 12.5mm のステム使用時
・13.0 ＋：13mm から 19.5mm のステム使用時

OSS 脛骨ベースプレート
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OSS モジュラー ティビアル ベースプレート
150mm ステム使用の場合
注記：OSS モジュラーティビアルの処理時のすべて
の手順を行います。150mm のストレートステムを
使用する場合は以下の手順が必要になります。

OSS ティビアル スパイラル リーマー モジュラーを用
いたリーミング後、OSS リーマースリーブおよびブ
レットチップリーマーを選択します（Figure 1＆2）。

・8mm ～ 12.5mm のブレットチップリーマー
　＝ OSS リーマースリーブ 8－12.5
・13mm ～ 20mm のブレットチップリーマー
　＝ OSS リーマースリーブ 13－20

ブレットチップリーマーを選択した OSS リーマー
スリーブに固定した状態で（19 ページの図を参照）、
ティビアルパンチガイドタワーに挿入し、リーマーの
ストッパーが OSS リーマースリーブに接触するまで
遠位方向にリーミングを行います（Figure 1）。

皮質骨に接するまで段階的にリーミングを行い、
OSS リーマースリーブを取り外します。

上記手順最終の径に基づいた OSS ティビアルタワー
フレアリーマーを選択し、150mm ステムの結合部を
処理します（Figure 2）。
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トライアルの組み立て
OSS ノンモジュラー ティビアル ベースプレート ショート
組み立ては不要です（Figure 1）。

OSS ノンモジュラー ティビアル ベースプレート ロング
組み立ては不要です（Figure 2）。

OSS モジュラー ティビアル ベースプレート
（ステムを使用しない場合）
組み立ては不要です（Figure 3）。

OSS モジュラー ティビアル ベースプレート
（ステム使用）
スクリュードライバーを用いて、選択したステムトラ
イアル（90mm、150mm ストレート）を OSS モジュ
ラー ティビアルに固定します（Figure 4）。

OSS 脛骨ベースプレート
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インプラントの組み立て
OSS ノンモジュラー ティビアル ベースプレート ショート
組み立ては不要です（Figure 1）。

OSS ノンモジュラー ティビアル ベースプレート ロング
組み立ては不要です（Figure 1）。

OSS モジュラー ティビアル ベースプレート
（ステムを使用しない場合）
組み立ては不要です（Figure 2）。

OSS モジュラー ティビアル ベースプレート
（ステム使用）
モジュラーステムからステムスクリューを外し、別に
保管しておきます。ステムは、ステムスクリューがモー
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 3）。

ステムと大腿骨コンポーネントの位置を合わせた後、
フィン インパクターおよび OSS ステム ホルダーを
用い、マレットで軽く打ち込みテーパー部を噛み合わ
せます。別に保管しておいたステムスクリューを用い
て固定します。

モジュラーステムと OSS モジュラー ティビアルの
位置を調節後、フィン インパクターおよび OSS ス
テム ホルダーを用いてテーパー部をしっかりとはめ
込みます。別に保管しておいたステムスクリューを用
いて固定します（Figure 4～6）。

骨セメントを使用して、脛骨コンポーネントを挿入し
ます。
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脛骨近位端骨切除
脛骨近位端を測定し、電気メス等を用い、使用する近
位脛骨コンポーネント用の骨切除レベル、回旋の基準
となる印をつけます（Figure 1）。

オシレーティングソーを用い、前工程でマーキングし
た印の位置で脛骨を切除します（Figure 2＆3）。

OSS プロキシマル ティビアル
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脛骨髄腔の処理
OSS プロキシマル ティビアル ノンモジュラー 3cm
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脛骨髄腔のリーミングを行いま
す（リーミングの深さは、240mm のステム長と同
等です。）（Figure 1）。

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、フレアリーマーのリーマー部
上端が骨切除後の脛骨近位端と同じ高さになるまで
リーミングを行います。フレアリーマーを取り外しま
す（Figure 2＆3）。
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脛骨髄腔の処理
OSS プロキシマル ティビアル ノンモジュラー　
5cm／7cm
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脛骨髄腔のリーミングを行いま
す（リーミングの深さは、150mm のステム長と同
等です。）（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、150mm のラインまで脛骨
髄腔のリーミングを行います。フレアリーマーを取り
外します（Figure 3＆4）。

OSS プロキシマル ティビアル
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脛骨髄腔の処理
OSS プロキシマル ティビアル ボディ モジュラー 9cm
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脛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。）（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、リーマーシャフトのラインま
で脛骨髄腔のリーミングを行います（Figure 3＆4）。
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注：OSS プロキシマル ティビアル ノンモジュ
ラー 5cm／7cm および OSS プロキシマル 
ティビアル ボディ モジュラー 9cm を使用す
る場合、以下の工程を行います。

オプション 1
脛骨髄腔にフレアリーマーを残したまま、ハ
ンドピースを取り外します。

OSS リセクション プレーナーをフレアリー
マーのシャフトに取り付け、骨切除後の脛骨
近位端を滑らかにします（Figure 1＆2）。

オプション 2
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（Figure 3）。

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
後の脛骨近位端と同じ高さになるまで、脛骨
髄腔に挿入します（Figure 4）。

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、骨切除後の脛骨
近位端を滑らかにします（Figure 5＆6）。

OSS リセクション プレーナーの使用
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トライアルの組み立て
OSS プロキシマル ティビアル ノンモジュラー 3cm
組み立ては不要です（Figure 1＆2）。

OSS プロキシマル ティビアル ノンモジュラー 5cm／7cm
スクリュードライバーを用いて、150mm の OSS 
ステム トライアルを 5cm または 7cm の OSS プロ
キシマル ティビアル ノンモジュラートライアルに固
定します（Figure 3＆4）。

OSS プロキシマル ティビアル
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トライアルの組み立て
OSS プロキシマル ティビアル ボディ モジュラー 9cm 
スクリュードライバーを用いて、OSS プロキシマ
ル ティビアル ボディ モジュラー 9cm 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（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います。）（Figure 2＆3）。

OSS プロキシマル ティビアル
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インプラントの組み立て
OSS プロキシマル ティビアル ノンモジュラー 3cm
組み立ては不要です（Figure 1）。

OSS プロキシマル ティビアル ノンモジュラー
5cm／7cm
組み立ては不要です（Figure 2）。

OSS プロキシマル ティビアル ボディ モジュラー 9cm 
OSS プロキシマル ティビアル ボディ モジュラー 
9cm コンポーネントは、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使用します

（Figure 3）。

モジュラーステムからステムスクリューを外し、別に
保管しておきます。ステムは、ステムスクリューがモー
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 4＆5）。
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インプラントの組み立て（続き）
OSS プロキシマル ティビアル ボディ モジュラー 9cm
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 6）。

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。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 7～9）。

OSS プロキシマル ティビアル
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インプラントの組み立て（続き）
OSS プロキシマル ティビアを、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 10）。

別に保管しておいた固定ネジ（大）を用いて固定しま
す（Figure 11）。
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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必要がある場
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）



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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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

http://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、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡


