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はじめに
膝関節再置換術は、熟練した整形外科医であっても

チャレンジングな手術であるといえます。再置換にい

たる失敗の原因は、摩耗、インプラントのゆるみ、靱

帯の不安定性、膝蓋大腿関節の合併症など様々です。

再置換術に際して、初回置換術における失敗の原因を

見極めておくことは重要であり、再置換術の成否がか

かっているといっても過言ではありません。再置換術

後、再び失敗となる症例は、初回置換術の失敗を繰り

返す場合が多いようです。

再置換術に際して、展開、軟部組織の状態、膝伸展機

構の状態、前回のインプラントの摘出、ボーンストッ

クの温存などについて術前に入念なプランニングを

行っておく必要があります。再置換術のゴールは、解

剖学的アライメントの再建、安定性の獲得、インプラ

ントの固定、正確な関節適合性の再建です。

正確な手術手技に加えて、適切なインスツルメントを

使用し、適切なインプラントの選択を行うことが再置

換術成功への鍵になります。
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再置換術の目標
1. 脛骨高原部分の再建
まず、脛骨のボーンストックを用いて、脛骨面を作成

することを目標とします。この部分が、伸展位と屈曲

位のギャップを評価する場合の基準線になります。

2. 屈曲位での安定性
次に、屈曲位において膝関節の安定性が得られるサイ

ズのフェモラルコンポーネントを選択します。必要で

あれば大腿骨側のオーギュメンテーションを追加しま

す。屈曲位と伸展位におけるギャップのバランスをと

ります。

3. 伸展位での安定性
ジョイントラインの適合性を評価し、関節面の厚さや

フェモラルコンポーネントのサイズ、およびアライメ

ントを決定し、最終的に伸展位での安定性が得られる

ようにします。

インスツルメントデザインの理論
NexGen リビジョン用インスツルメントでは、髄内

ガイドを使用します。大腿および脛骨側の骨切りは、

髄内ガイドに取り付けたリーマーやトライアルを用い

て行います。

骨破壊や変形を伴った膝関節においては、ランドマー

クとなる部分が乏しいため、髄内ガイドの使用が有利

になります。また、本インスツルメントでは、術中適

宜髄外ガイドを用いることも可能になっています。

大腿骨側の骨切りガイドは、トライアルも兼ねていま

す。骨切りを行った後、さらに骨切りを追加するよう

な場合においても、試験整復が容易に行えるようデザ

インされています。



3

インプラントデザインの理論
NexGen	LCCKフェモラルコンポーネントは、靱帯

機能不全による前後不安定性・側方不安定性・内外反

不安定性を有する症例に対する再置換術において、イ

ンプラントによる安定性を追加する場合を想定して開

発されました。なおNexGen	LCCKフェモラルコン

ポーネントは、大腿骨のボーンストックが不足してい

るため、大腿骨側のオーギュメンテーションや、ステ

ムの延長を行うものの、靱帯の安定性が残存している

症例においては、NexGen	LPS関節面と組み合わせ

て使用することも可能です。NexGen	LCCKフェモ

ラルコンポーネントをNexGen	LPS 関節面と組み

合わせて使用した場合、内外反方向の制御性は少なく

なります。

LCCKコンポーネントは、関節面のスパインとフェ

モラルコンポーネントの顆間ボックスがクローズ

フィットし、内外反および回旋不安定性を制限するよ

うデザインされています。このため側副靭帯機能不全

を有する症例や、通常の軟部組織のリリースで対処し

きれない不安定性を有する症例においても、安定性が

獲得できるようになっています。

症例のバリエーションに対応して、2種類のステム

ティビアプレート（APウエッジステムティビア、ス

テムティビア）を LCCKフェモラルコンポーネント

と組み合わせて使用することが可能です。脛骨前方に

骨欠損がある場合や、骨切りに後方傾斜をつけたくな

い場合には、APウエッジステムティビアを選択しま

す。通常通り、脛骨に後方 7度の傾斜をつけた骨切り

を行う場合には、ステムティビアを選択します。

術前のプランニング
再置換術においては術前のプランニングが重要です。

反対側の側面X線フィルムとテンプレートを用いて、

フェモラルコンポーネントのサイズの見当をつけてお

きます。ステムエクステンンョンのテンプレートが髄

腔内に収まっているかどうか確認します。

大腿骨の前後方向におけるコンポーネントの適切な位

置を再建し、最適な屈曲ギャップを割り出し、さらに

ステムエクステンションを決定します。

側面X線フィルムを用いて、前回のコンポーネント

上に適当な大きさのテンプレートをのせ、大腿骨後方

のオーギュメンテーションが必要かどうかを判断しま

す。前後X線フィルムで、フェモラルコンポーネン

トの近位 /遠位の位置をテンプレートを用いて決定す

ることが困難である場合も少なくありません。困難な

場合には、膝蓋骨の下極をジョイントラインの指標に

します。

同様にして脛骨側もテンプレーティングして情報を得

ます。骨切除のレベル、オーギュメンテーションやオ

フセットステムエクステンションを使用する必要があ

るかどうか、前後X線フィルムを用いて、ステムエ

クステンションが脛骨髄腔内に収まるようにしながら

決定します。

側面X線フィルムを用いてテンプレーティングを行

う際、脛骨コンポーネントに傾斜をつけすきて骨切除

面のレベルが大きく変わらないようにします。APウ

エッジステムティビア、あるいは通常のステムティビ

アのどちらを選択するか検討します。
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前回のインプラントの抜去
前回のインプラントの抜去を行います。この際、骨組

織は可及的に温存します。セメントを完全に除去し、

骨母床の新鮮化を行います。セメント片やポリエチレ

ン摩耗粉を除去するために、滑膜切除が必要な場合も

あります。

パテラコンポーネントの摩耗や、ルースニングの有無

を確認します。認められた場合にはパテラコンポーネ

ントを抜去します。摩耗もルースニングもない場合に

は、パテラコンポーネントがNexGen フェモラルコ

ンポーネントと適合するかどうか確認します。適合す

る場合には、膝蓋骨への侵襲をさけるために、前回の

パテラコンポーネントはそのままにしておきます。適

合しない場合には、パテラコンポーネントも再置換す

る必要があります。
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ステップ1
脛骨側　骨母床の作成
脛骨側の前回のコンポーネントを抜去した後、セメン

ト片などのデブリスを取り除きます。必要ならばドリ

ルでスターティングホールを作成します。スターティ

ングホールは、8mmの IMドリルを用いて内外側方

向の中点に作成します。初回置換術の際には、ACL

付着部のすぐ前方に挿入します。

再置換術の場合には、前方皮質から約 15mmの位置

に挿入します。再置換術では、骨髄腔の位置は術前の

X線フィルムおよび術中脛骨稜の位置を参考にして確

認します。ドリルの挿入点は髄腔峡部の中点上にある

べきで、必ずしも脛骨近位の中点というわけではあり

ません。これは、特にオフセットステムエクステンショ

ンを使用する際に大切です。ドリルの位置を定めた後、

ドリルで穴を開けていきます。

9mmのリーマーから始め、次第に大きなリーマーを

用いてリーミングします。リーマーの刃を脛骨切除表

面に埋め込んでください。リーマーが皮質骨に接触す

るサイズになるまでリーミングを続けます（図 1）。

術前計画において、最終的なリーマーのサイズを把握

しておき、実際のリーミング時に、このサイズを判断

します。

注：	リーマーの先端は弾丸状になっており、切除でき
ないようになっています。これにより、リーマー
が皮質骨を突き破ることを防きます。最初のリー
マーを、使用するステムエクステンション長より
深く挿入し、リーマー先端の弾丸部分により、最
終的なリーミングの深さが不十分にならないよう
にします。

図 1
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外から見える脛骨のランドマークを参考にしながら、

リーマーが脛骨軸に対しまっすぐ進むようにします。

髄腔内に残存しているセメントや骨硬化帯により、

リーマーの進行方向がそれてしまうことがあります。

この場合には、セメントや骨硬化帯を切除または摘出

します。最後の髄腔リーマーはそのまま髄腔内に残し

ておくか、あるいは一旦抜いて、ステムトライアルア

ダプターにリーマーの最終サイズに対応するストレー

トステムエクステンショントライアルを取り付け、

リーミングを終えた骨髄腔内に挿入します（図 2）。

注：	短く、大きな径のステムエクステンションが必要
になる場合があります。この場合、リーミングは
適切な太さのリーマーを用い、浅い位置までの
リーミングに留めて下さい。

リーマーのシャフトまたはステムトライアルアダプ

ターに、適切なティビアブームを取り付けます（図 3）。

ティビアブームには、後方傾斜の角度が 0°のものと、

7°のものがあります。APウエッジステムティビアを

選択し、傾斜を必要としない骨切りを行う場合には 0

°のティビアブームを使用してください。通常のステ

ムティビアを選択する場合は、7°のティビアブームを

使用してください。ティビアブームが脛骨結節の内側

寄りを向くように操作します。

いずれのオーギュメントカッティングガイドを用いて

も平らな骨切り面が得られます。適切なオーギュメン

トカッティングガイド選択し、ティビアブームに設置

します。脛骨前面に達するまでティビアブームの上を

スライドさせ、サムスクリューを締めます（図 4）。

図 2

図 3

図 4
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オーギュメントカッティングガイドのローテーション

は重要です。カッティングガイドは、正確に脛骨の前

後方向に骨切りできるよう位置を定めます。内外反の

オリエンテーションも同じく重要で、ティビアブーム

に髄外アライメントアーチを取り付け、サムスク

リューを締め、アーチにアライメントロッドを挿入し

確認します（図 5）。

次に内踝と外踝を触知して中点を確認しておきます。

アライメントロッドの先端が、前脛骨稜に沿い、かつ

内外踝の中点から 7～ 10mm内側に位置するように

カッティングガイドを設置します。前脛骨筋腱を、カッ

ティングガイドの内外反の指標にすることもできま

す。アライメントロッドの遠位端が腱と平行であれば、

切除面は荷重軸に対して直角になっています。

適切なローテーションおよび内外反の設置角度が得ら

れた後、骨欠損部の深さを参考にしながら、切除する

深さを決定します。切除量は最小限にします。切除に

際しての目的は、あくまでも平らな面を作ることにあ

ります。骨切除を行う位置を、ティビアデプスゲージ

を用いて決定します。カッティングスロット内に、選

択した骨切除レベルによって、ティビアデプスゲージ

の 2mm、または 9mmのタブを選択して挿入します

（図 6）。

骨切除は最小限とします。骨欠損部より深くまで切除

する必要はありません。比較的小さな欠損部位には骨

移植をすることができますし、欠損の大きいものにつ

いては、セメントやオーギュメントで補填することが

できます。適切な深さを決定した後、サムスクリュー

を締めます。

注：	APウエッジステムティビアを選択した場合には、
切除量の測定は可能な限り脛骨の後方で行うよう
にします。骨を切り込まず、後方傾斜角を脛骨コ
ンポーネントに組み込むため、ジョイントライン
を再建しやすくなります。

図 5

図 6

2mmタブ 9mmタブ
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2本のヘツドレスピンを使って、オーギュメントカッ

ティングガイドを脛骨にしっかりと固定します。ス

ロットを使って骨切除するには、1.27mmのオシレー

ティングソーを用います（図 7）。その際、オーギュ

メントカッティングガイドが、リーマーまたはステム

トライアルアダプターにしっかりと固定されているこ

とを確認し、安定した骨切除が行えるようにします。

内側および外側の脛骨高原部分を切除した後、オー

ギュメントカッティングガイドだけを残し、ティビア

ブームと、リーマーまたはステムトライアルアダプ

ターをはずし、カットを仕上げます。

最後にオーギュメントカッティングガイドをはずしま

す。

図 7
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ステップ2
脛骨側の仕上げ
各サイズのステムティビア用サイジングプレートを脛

骨の切除面にあて、適切な被覆が得られるサイズを選

びます。一つ前のステップで選択したブームに対応す

る適切なスタイル（APウエッジステムティビア、ス

タンダートのステムティビア）のサイジングプレート

を選び、ホールディングクランプに取り付けます（図

8）。内外反のアラインメントを、アライメントロッド

を用いて確認します。

注：	サイジングプレートに印字してあるカラーコード
と、選択したフェモラルコンポーネントトライア
ル前面に印字してあるカラーコードをチェックし
ます。カラーコードのうち少なくとも一色が一致
すれば、関節面とともにコンポーネントが適合し
ます。カラーコードは完全に一致しなければなり
ません（例：イエロー＝イエロー）。ストライプ
の色は、単色の色とは区別し、同じ色とはみなし
ません（イエロー≠ストライプイエロー）。フェ
モラルコンポーネントトライアルとサイジングプ
レートの色が一致しない場合には、いずれかのサ
イズを調整して色が一致するようにします。

最後に使用したサイズのリーマーまたはステムトライ

アルアダプターを再度挿入します。サイジングプレー

トをリーマーまたはステムトライアルアダプターの

シャフトにかぶせ、作成した骨母床の上にあてます。

ストレートブッシングをサイジングプレートの円周状

の溝に位置するところまで、リーマーまたはステムト

ライアルアダプターのシャフト上をスライドさせてい

きます（図 9）。これにより脛骨側ステムエクステン

ションに対し、サイジングプレートを適切な位置に設

置することができます。ブッシングがサイジングプ

レートにうまく位置しない場合には、リーマーまたは

ステムトライアルアダプターが、髄腔内に完全に挿入

されているかどうか再度確認します。また、正しいサ

イジングプレート（後方傾斜 0°－APウエッジステ

ムティビア /後方傾斜 7°－ステムティビア）が使わ

れているかどうかもチェックします。

ストレートブッシングによりサイジングプレートを最

適な位置に設置した後、2本のショートヘッドピンを

用いてサイジングプレートを固定します。サイジング

プレートを残し、ブッシングと、リーマーまたはステ

ムトライアルアダプターをはずします。

注：	リーマーもしくはステムエクステンショントライ
アルの直径が19mmを超える場合には、必ずサ
イジングプレートを先にはずします。その前にピ
ンホールを利用するか、メチレンブルーを用いて
サイジングプレートの位置をマーキングしておき
ます。

最適なサイジングプレートの位置が得られない場合に

は、10ページの「オフセットステムエクステンション」

の手技へ進んでください。良好な位置に設置でき、か

つ脛骨側のオーギュメンテーションが必要な場合には

10ページの「脛骨側のオーギュメンテーション」の

手技に進んでください。良好なポジションが得られ、

また脛骨側のオーギュメンテーションを必要としない

場合には、11ページの「ステムベースのドリリング」

へ進んでください。

図 8

図 9
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オフセットステムエクステンション
サイジングプレートのポジショニングがうまくいかな

い場合には、ストレートブッシングをはずし、オフセッ

トブッシングをリーマーまたはステムトライアルアダ

プターのシャフト上にスライドさせます。これにより、

サイジングプレートが全方向に 4.5mmシフトできる

ようになります。理想的な被覆が得られたなら、サイ

ジングプレートの前方中央に刻まれているマーキング

とオフセットブッシング側のマーキングが合致してい

ることを確認してください（図 10）。2本のショート

ヘッドピンでサイジングプレートを固定します。脛骨

側のオーギュメンテーションを行う場合、オーギュメ

ンテーションする側にはピンを入れないようにしま

す。

サイジングプレートを残し、オフセットブッシングと

リーマーまたはステムトライアルアダプターを取り除

きます。

注：	リーマーまたはステムエクステンショントライア
ルの直径が14mmを超える場合には、必ずサイ
ジングプレートを先にはずします。その際には、
ピンホールを利用するか、メチレンブルーを用い
てサイジングプレートの位置をマーキングしてお
きます。

必要であれば脛骨側のオーギュメンテーションを行

い、「脛骨のオーギュメンテーション」へ進みます。オー

ギュメンテーションを行わない場合には、11ページ

の「ステムベースのドリリング」へ進みます。

脛骨側のオーギュメンテーション
脛骨側のオーギュメンテーションが必要な場合には、

適切なオフセットブーム（0°または 7°）をストレー

トブッシングあるいはオフセットブッシングの上をス

ライドさせます（図 11）。

ブームベースのニカ所の穴は、サイジングプレート上

部にある 2つの穴と適合するようになっています。

ブームのサムスクリューを締めます。適当なティビア

カッティングガイドを設置し、骨に当たるまでブーム

に沿ってスライドさせていきます。

ヘッドレスピンでオーギュメントカッティングガイド

を骨に固定します（図 12）。ヘッドレスピンを残し、

カッティングガイド、ブーム、ブッシング、サイジン

グプレート、リーマーまたはステムトライアルアダプ

ターをはずします。

オーギュメントカッティングガイドをヘッドレスピン

の上から再挿入します。必要であれば、ガイドの固定

性を増すためにホールディングピンを挿入し、骨切除

を終了します（図 13）。

図 11

図 10
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オーギュメントカッティングガイドとホールディング

ピンをはずし、適切なオーギュメントトライアルをサ

イジングプレートに取り付けます。サイジングプレー

トを 2本のショートヘッドピンを用いて骨に固定しま

す。ピンニング中、サイジングプレートが適切な位置

からずれていないことを確認してください。2本のピ

ンのうち 1本は、オーギュメントトライアルを通して

挿入することができます。

注：	ティビアブロックトライアルは、構造上、中継側
がインプラントよりやや小さく製造されていま
す。そのため骨にティビアプレート、ブロックト
ライアルを挿入した場合、隙間が2mmほと空
きます。隙間がない場合は、骨切が適切に行われ
ていない事が考えられるため、再度カッティング
ガイドを取り付け、骨切面の状態を確認ください。

ステムベースのドリリング
セメントステム用ドリルガイドを、サイジングプレー

トの上に設置します（図 14）。このドリルガイドを用

いて、ステムベースをドリリングします。ドリルに刻

まれているラインが、ドリルガイド上端と適合するま

でドリリングします。

図 12

図 13

図 14

図 15
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ブローチインパクターに、適当な大きさのステムブ

ローチを取り付けます。ステムブローチは、前面から

のみ取り付けが可能です（図 16）。

ブローチインパクターをサイジングプレートにのせま

す。ステムブローチに刻まれた印の位置まで、打ち込

んでいきます（図 17）。ブローチには、打ち込みすぎ

ないようにオートストップ機構が備わっています。 ブローチインパクター、ステムブローチ、サイジング

プレートを取りはずします。

図 16

図 17



13

骨の前処置を終了し、適切なティビアプレートトライ

アル、ステムエクステンショントライアルさらにオー

ギュメントトライアルを組み立てます。ドライバーを

用いて、ティビアプレートトライアルに、ステムエク

ステンショントライアルをしっかり締め付けます。オ

フセットステムエクステンションの場合には、オフ

セットステムエクステンショントライアルにつけられ

たマーキングとティビアプレートトライアルの前方の

マーキングを揃えます（図 18）。このマーキングは、

オフセットブッシングを使用して確認したマーキング

と一致していなければなりません。オフセットステム

エクステンションを使用する場合には、ステムエクス

テンショントライアルを取り付ける際、スクリューは

ゆるめに締めておきます。

トライアルを脛骨に設置します。オフセットステムエ

クステンションについては、最適な位置に設置させる

ため、オフセットステムエクステンショントライアル

が回転できるようにします。ティビアプレートトライ

アルの向きが正しく設置されているかどうか確認しま

す。ローテションが正しくないとコンポーネントが正

しくフィットしない場合があります。ティビアルイン

パクターを用いて、ティビアプレートトライアルを打

ち込みます（図 19）。ティビアプレートトライアルが

骨切り面と適合しているか調べ、骨切り面との間に

ギャップがあるようであれば、ティビアプレートトラ

イアルをはずし、適合するように骨切り面を調整しま

す。オフセットステムエクステンショントライアルの

スクリューを締めこみます。

図 18

図 19
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ステップ3
大腿骨髄腔の操作
大腿骨髄腔への最適なエントリーポイントを決めるた

めに、IMドリルガイドを使用する場合もあります。

大腿骨遠位の前方皮質に IMドリルガイドのアームを

あてます。アームは皮質に対して平らに設置され、大

腿骨の解剖学的長軸に対して平行になっていなければ

なりません。ドリルガイドの部分を、膝蓋窩にあてま

す。

ホールの位置は、リーミングを開始する始点でもあり

ます。前方皮質に対するステムのおおよその位置がこ

れで決まります。ガイドを取り付けた状態で、8mm

のドリルを用いて大腿骨髄腔に穴を開けていきます

（図 20）。この穴を開ける際、前後および側面像をイ

メージしながら大腿骨軸と平行になるように注意しま

す。ドリルホールを作成した後、IMドリルガイドを

はずし、ステップドリルを用いて、ドリルホールを広

げます。

9mmの髄腔リーマーから始め、徐々に大腿骨髄腔を

リーミングします（図 21）。

図 21

図 20 S
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リーマーが大腿骨軸に対してまっすぐ入っているかど

うか、前後および側面から確認します。リーミングが

偏らないように注意します。適切な最終リーマーの大

きさは、術前プランニングで確認しておきますが、最

終的にはリーマーと皮質骨とのコンタクトの状態で判

断します。最後に用いたリーマーの大きさを覚えてお

きます。LCCKフェモラルコンポーネントのステム

ベースを適合させるためには、直径 18ミリ、深さは

ステムベースとステムエクステンションショルダーに

一致した 6cmまでリーミングする必要があります（図

22）。

18mmのリーマーを使用する前に、リーマーが皮質

骨に当たってしまった場合でも、フェモラルトライア

ル /カッティングガイドのステムベースを装着できる

ように、ステムベース部分のみ 18mmまでリーミン

グを続けます。あるいは、ステムを挿入するために

18mmのフェモラルステムドリルを用いても構いま

せん。

再置換例で、前回のインプラントがすべて抜去されて

いる場合には、まず外反の角度を調べます。外反角を

調べるには、リビジョン IMガイドにスタンダードリ

ビジョンカットブロックを取り付けます。次にリビ

ジョン IMガイドに、最後に用いたリーマーの直径に

対応したストレートステムエクステンショントライア

ルを取り付けます。手術側に応じて、「Left」または

「Right」のリビジョン IMガイドをセットし、大腿骨

髄腔に挿入します（図 23）。

リビジョン IMガイドが大腿骨遠位に密着した場合に

は、骨髄腔と遠位端の骨切り面には 6度の外反角がつ

きます。ステップ 4「フェモラルコンポーネントのサ

イズ」に進んでください。密着しない場合には、大腿

骨の遠位を再度骨切りする必要があります。

付録B「大腿骨遠位の切除」を参照してください。

図 22

6cm

図 23
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ステップ4
フェモラルコンポーネントのサイズ
フェモラルコンポーネントのサイズを割り出す方法は

いくつかあります。術前のプランニングの項でも触れ

たように、テンプレーティングを行った上で、ステッ

プ 6「屈曲ギャップと安定性」のところで最終的なサ

イズを決定します。

フェモラルコンポーネントサイズの
テンプレーティング
最終サイズの髄腔リーマーを挿入するか、最終サイズ

のリーマーに対応するステムエクステンショントライ

アルをステムトライアルアダプターに取り付け、大腿

骨髄腔内に挿入します。フェモラルサイズテンプレー

トに刻んである線が、リーマーまたはステムトライア

ルアダプターの中央に位置するようにし、最適なサイ

ズを決定します（図 24）。

前回のインプラント
前回のインプラントのサイズを測定します。

上顆部の幅
大腿骨上顆部の幅は、適切なフェモラルコンポーネン

トのサイズを割り出す際に参考になります。上顆部の

幅を計測し、下表を参考に適切なサイズを判断します。

図 24
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フェモラルコンポーネントは、膝屈曲位において人工

関節が安定するものを選択しなければなりません。

ボーンストックに合わせてコンポーネントのサイズを

決定すると、小さなサイズを選んでしまう危険があり

ます。この場合、伸展ギャップに対し、不均等かつ大

きな屈曲ギャップを生じるか、あるいはジョイントラ

インの上昇を生じる可能性があります。

注：	フェモラルコンポーネントのサイズを決定し、そ
のサイズの LCCKフェモラルトライアル /カッ
ティングガイドに、適切なステムエクステンショ
ントライアルとを組み合わせ、大腿骨に設置しま
す。コンポーネントが不安定な場合には、前方ま
たは後方の骨を、ロンジュールを用いて注意深く
切除します。この際、削りすぎないよう十分注意
します。
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ステップ5
大腿骨のアライメント
ベースフランジを、選択したフェモラルコンポーネン

トに対応したフェモラルステムベースに取り付けま

す。この際、フェモラルステムベースの「Left」、

「Right」のいずれか適切な方の表示が、正しく術者

に向いていることを確認します。サムスクリューを締

め、ベースフランジをフェモラルステムベースに固定

し、リーマーまたはステムトライアルアダプターにか

ぶせます。フェモラルステムベースが大腿骨遠位と同

一平面上になるようにし、ベースフランジが大腿骨前

方の皮質にのるようにします（図 25）。

9－ 10mmのフェモラルブッシングを、リーマーま

たはステムトライアルアダプターのシャフト上をスラ

イドさせ、フェモラルステムベースに組み合わせます

（図 26）。

フェモラルステムベース内の段差はストッパーとして

働き、フェモラルブッシングが完全に設置したかどう

か確認できるようになっています。フェモラルブッシ

ング上の数字が上を向くようにします。ストレート用

のフェモラルブッシングは、フェモラルステムベース

と一カ所でのみ適合するようになっています。

図 26

図 25
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フェモラルステムベース表面の穴に、ロテーションア

ライメントガイドのペグを差し込み取り付けます。

フェモラルコンポーネントが良好な外旋位をとるため

には、ロテーションアライメントガイドのハンドルが、

大腿骨上顆軸と平行でなければなりません（図 27）。

フェモラルステムベースに取り付けたベースフランジ

のために適切な外旋位がとれない場合には、フランジ

を取りはずし、ハンドルを大腿骨上顆軸にあわせます

（図 28）。

図 27

図 28
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コンポーネントの設置
大腿骨遠位におけるフェモラルステムベースの前後お

よび側面方向のポジショニングは重要です。コンポー

ネントを良好な位置に設置できない場合には、オフ

セットステムエクステンションを選択します。オフ

セットステムエクステンションを使用する際、9－

10mmフェモラルブッシングのかわりに、フェモラ

ルオフセットブッシングを使用します。フェモラルオ

フセットブッシング表面の数字が手前を向くようにし

て挿入していきます。フェモラルオフセットブッシン

グは、フェモラルステムベースには固定されません。

良好なポジションが見つかるまで、ガイド内でブッシ

ングを回転させます。

フェモラルオフセットブッシングは、大腿骨髄腔の中

心からすべての方向に対して、4.5mmシフトできる

ように設計されています。ベースガイドフランジが妨

げになる場合には取りはずします。前方の骨切除が必

要になる場合もありますが、その際、前方の皮質骨を

傷つけないように注意します。フェモラルステムベー

スの刻印に対応するオフセットブッシング上の数字と

マーキングをみながら、フェモラルオフセットブッシ

ングのオリエンテーションを確認します（図 29）。こ

の過程は後の手技で再び参照します。

フェモラルステムベースの位置が決まり、外旋位が適

切かどうか確認した後、上方にある 2カ所の穴へ 2本

のヘッドレスピンを挿入して、フェモラルステムベー

スを固定します。9mm－ 10mmフェモラルブッシン

グ、またはフェモラルオフセットブッシングを取りは

ずします。次に髄腔リーマーまたはステムトライアル

アダプターをはずします。

図 29
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16mm－ 18mmフェモラルブッシングをフェモラル

ステムベース内に挿入します。ステムドリルをドリル

/リーマーに装着し、ブッシング内をドリリングしま

す（図 30）。LCCKフェモラルコンポーネントでは、

ドリルの刃に印字されている 2本目の線までドリリン

グします。

前後部分のデブリードメントが必要な場合もありま

す。この時点でベースフランジが外されていない場合

には、サムスクリューを緩めてはずしておきます。後

方の骨切除は、フェモラルステムベース後方に、ポス

テリアカットガイドを取り付けて行います。ガイドに

は、設置側がわかるように印がついています。サムス

クリューが締まっていることを確認します。前方、後

方顆の骨切除の際には、オシレーティングソーを使用

します（図 31、32、33）。フェモラルステムベースを、

ヘッドレスピンを残してはずします。

図 30

図 31

図 32

図 33
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ストレートステムエクステンションを用いる際には、

適切なサイズのストレートステムエクステンショント

ライアルを、適切なサイズのフェモラルトライアル /

カッティングガイドに挿入します。

オフセットステムエクステンションを使用する際に

は、適切なサイズのオフセットステムエクステンショ

ントライアルに、オフセットステムロックナットを完

全にねじ込みます。ついでネジ山を一つだけを残すよ

うにし、オフセットステムエクステンショントライア

ルを適当なサイズのフェモラルトライアル /カッティ

ングガイドにねじ込みます（図 34）。先にフェモラル

オフセットブッシングで確認した位置に合わせるた

め、フェモラルトライアル /カッティングガイドのス

テムベース後方についているマーキングを、オフセッ

トステムエクステンショントライアル上の適切なマー

キングと揃えます。ロックナットをしめるのには、オ

フセットステム用レンチを使用します。

ステムエクステンショントライアルを取り付けたフェ

モラルトライアル /カッティングガイドを、ヘッドレ

スピンをガイドに大腿遠位に挿入します（図 35）。ガ

イドがうまく設置できないようであれば、妨げになっ

ている前後部分の骨をロンジュールで注意深く切除し

ます。切除し過ぎないように気をつけます。

ローテションアライメントガイドのタブを、フェモラ

ルトライアル /カッティングガイドの後方オーギュメ

ントスロット内に挿入します（図 36）。アライメント

ガイドのハンドルは、大腿骨上顆軸と平行になるよう

にします。アライメントガイドは、屈曲位における

ギャップを調べる際にも利用する事ができます。

大腿骨の外旋角度を調節する必要が生じた場合には、

この章の最初に戻ります。

図 34

図 35

図 36
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ステップ6
屈曲ギャップと安定性
選択したフェモラルトライアル /カッティングガイド

が、どの程度屈曲ギャップを埋め、屈曲位での安定性

を確保できるかを判定します。

フェモラルトライアル /カッティングガイドの後方

オーギュメントカッティングスロットを通して、後方

オーギュメンテーションの必要性を判断しておきま

す。ギャップが 10mm以上の場合には、ひとサイズ

小さいフェモラルコンポーネントの使用を検討してく

ださい。

注：	屈曲時の安定性を確保するため、後方オーギュメ
ントトライアルを、フェモラルトライアル /カッ
ティングガイドに設置することもできます。

ティビアプレートトライアル、およびフェモラルトラ

イアル /カッティングガイドに表示されている色の

LPS関節面トライアルのなかで、最も薄いものから

挿入します。（顆間部のボックスカットを行う前なの

で、LCCK関節面トライアルは使用できません）屈

曲位での安定性を確認します（図 37）。

一番薄い関節面でも挿入できない場合には、以下の方

法を試してみます。まず小さいサイズのフェモラルコ

ンポーネントを選択してみます。フェモラルコンポー

ネントのサイズは、前後方向で 4mmずつ異なります。

ひとサイズ小さなコンポーネントを選べば、屈曲

ギャップが 4mm増えることになります。これでも最

小サイズの関節面トライアルが挿入できない場合に

は、脛骨をさらに切り下げる必要があります。2mm

のティビアリカッターを用いて、屈曲・伸展ギャップ

を各々 2mmずつ広げます。この場合には、ステップ

2「脛骨の仕上げ」の過程を繰り返します。

良好な安定性が得られるまで、順次関節面トライアル

を厚いものに変えながら挿入していきます。最も厚い

関節面を使用しても屈曲位において膝関節がゆるい場

合には、以下のオプションを考慮してください。

5mmか 10mmのブロックを内・外側に足して、脛骨

のオーギュメンテーションを行い、次に大きなサイズ

のフェモラルコンポーネントを選択します。内側と外

側との間に、若干非対称性が存在する場合があります。

この場合には、ステップ 7「伸展ギャップと安定性」

の項で対処します。

図 37
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ステップ7
伸展ギャップと安定性
屈曲位での安定性が得られた後、LPS関節面トライ

アルはそのままとし、膝を完全伸展位にします。下肢

全体のアライメントを評価します。また伸展位での安

定性を確認します。

注：	遠位オーギュメントのトライアルは、伸展位での
安定性を強化するためのスぺーサーとしても使用
できます（図38）。

ジョイントライン
ジョイントラインを確認します。平均的な膝における

伸展位でのジョイントラインは、いくつかのランド

マークを参考にすることで推定できます。ランドマー

クとしては以下のものがあります。

膝蓋骨の下極から 1横指遠位；腓骨頭から 1横指近位；

大腿骨PCL付着部から 12－ 16mm遠位；上顆部か

ら 30mm遠位。

必要であれば、膝蓋骨の位置を調べるためにジョイン

トラインゲージを用います。フェモラルトライアル /

カッティングガイドの前方フランジ上の 2カ所のス

ロットに、ゲージのタブを挿入します。パテラコンポー

ネントの下極が、ゲージ上に表示してある 2カ所の

「Normal」の印の間にくるはずです（図 39）。

上顆部は、フェモラルコンポーネント遠位のポジショ

ニングをする始点となります。遠位のジョイントライ

ンは、上顆部から平均 30mmのところにあります（図

40）。この距離は、後方ジョイントラインまでの距離

にも近く、フェモラルコンポーネントのサイズを調べ

る際に参考にすることができます。

膝関節の過伸展は避けるようにしてください。過伸展

になってしまう場合には、フェモラルトライアル /

カッティングガイドをさらに遠位に移動します。フェ

モラルトライアル /カッティングガイドと大腿骨遠位

間の距離を測定します。ギャップが最大のオーギュメ

ントである 10mm超える場合には、ひとサイズ小さ

なフェモラルコンポーネントを選択してみます。こう

することにより、より厚い関節面を使うことができる

ようになります。屈曲ギャップを再評価するために、

ステップ 6「屈曲ギャップと安定性」に戻ります。も

し完全伸展位をとることができない場合には、フェモ

ラルトライアル /カッティングガイドを近位に移動さ

せるか、さらに薄い関節面トライアルを使用します。

あるいは、後方の関節包のリリースを行います。薄い

関節面を使用する場合には、大腿骨側をひとサイズ大

きなものにします。ステップ 6「屈曲ギャップと安定

性」の操作へ戻る必要がある場合もあります。

図 40
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軟部組織のバランス
膝伸展位で均衡のとれた適正なテンションを得られる

よう、靱帯のリリースを行います。まれに靱帯の移動

術が必要になります。靱帯のリリースは、初回置換術

と同様に行います。膝の内外側で靱帯のバランスおよ

びテンションが均衡を保つよう、膝の変形、病変側で

選択的に靱帯をリリースします。初回置換術と異なり

再置換術においては、瘢痕・線維化のために靱帯の見

極めや、リリースが困難な場合があります。この場合

には、内側または外側に存在する一塊の組織として対

処します。

膝関節が伸展位では安定していても、屈曲位では明ら

かにアンバランスを生じる場合には、フェモラルトラ

イアル /カッティングガイドのローテーションに問題

がある可能性があります。フェモラルトライアル /

カッティングガイドの内旋・過外旋位は、屈曲位にお

ける外側または内側のゆるみの原因になります。疑わ

しい場合には、ステップ 5「大腿骨のアライメント」

へ戻り、回旋アライメントを再度チェックします。

フェモラルトライアル /カッティングガイドのロー

テーションが適切で、ジョイントラインが再建され、

関節面トライアルの高さも適切であれは、膝関節は伸

展位・屈曲位の両方で安定しているはずです。不安定

性がある場合には、伸展ギャップと屈曲ギャップの間

に不均衡があるということになります。コンポーネン

トのサイズと位置が、屈曲および伸展ギャップに与え

る影響を理解することは手術を行う上で重要です。

付録Cの「屈曲 /伸展ギャップのバランス」の項目

に詳しく記載されています。

伸展ギャップと、先に計測した屈曲ギャップとの均衡

がとれており、下肢のアライメントとジョイントライ

ンも的確であると判断した場合には、ショートヘッド

ピンを用いてフェモラルトライアル /カッティングガ

イドを前方から固定します（図 41）。

可動域、軟部組織のテンションやバランス、ジョイン

トラインのチェックを行います。



29

ステップ8
大腿骨側のオーギュメントカット
後方関節包、脛骨、トライアルを保護するため、大腿

骨後方レトラクターを挿入します。後方、または遠位

のオーギュメントカットが必要な場合には、フェモラ

ルトライアル /カッティングガイドのカッティングス

ロットを通して行います（図 42，43）。厚さ 1.27mm

のレシプロケーティングソーか、オシレーティング

ソーを使用します。カッティングガイドをセットし、

骨切りを開始します。オーギュメントカットを終えた

時点でレトラクターをはずします。

注：	遠位のオーギュメントカットを完成させるため、
フェモラルトライアル /カッティングガイドを取
りはずさなければならない場合があります。フェ
モラルオーギュメントトライアルをいずれかの器
具からはずす場合には、オーギュメントドライ
バーを用いて、反対側からオーギュメントトライ
アルのペグを押します。

図 43

図 42
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ステップ9
LCCKボックスの前処理
LCCKフェモラルトライアル /カッティングガイド

の前方フランジから、ショートヘッドピンを抜去しま

す。2本のヘッドレスピンは、遠位に挿入したままに

しておきます。外されている場合には、再度挿入して

おきます。これらのピンは、LCCK ノッチシャン

ファーガイドの回旋アライメントを決定します。

LCCKフェモラルトライアル /カッティングガイド

とステムエクステンショントライアルを抜去します

（図 44）。ステムエクステンショントライアルをフェ

モラルトライアル /カッティングガイドからはずし、

ステムエクステンションブッシングに挿入します（図

45）。オフセットステムエクステンションを使用して

いる場合には、オフセットのロックナットを適切なサ

イズのオフセットステムエクステンショントライアル

に完全にねじ込みます。つぎにネジ山を一つ残すよう

にして、ステムエクステンションブッシングにオフ

セットステムエクステンショントライアルをねじ込み

ます。オフセットブッシングのところで確認した位置

に合わせるため、ブッシングのマーキングと揃うよう

にオフセットステムエクステンショントライアルを回

転させます。

オフセットステムレンチで、ステムエクステンション

ブッシングにロックナットをねじ込みます。必要な

ディスタルオーギュメントトライアルを LCCKノッ

チシャンファーガイドに取り付けます。これらのトラ

イアルは、ステップ 8「大腿骨側のオーギュメントカッ

ト」で行ったオーギュメントカットと一致した厚みで

なければなりません（図 46）。

図 46

図 45

図 44
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ステムエクステンショントライアルとステムエクステ

ンションブッシングを組み立て、LCCKノッチシャ

ンファーガイドに挿入します（図 47）。ステムエクス

テンションブッシングには、「R」と「L」の刻印があ

り、左右が確認できるようになっています。正しい方

の「R」または「L」の表示が、上方を向いているこ

とを確認します。

ノッチシャンファーガイドおよびステムエクステン

ションブッシングを、ヘッドレスピンをガイドに大腿

骨に設置します（図 48）。ヘッドレスピンは、抜去時

にピン抜去器でつかめるよう、ガイド表面から出てい

る状態にします。

注：	大腿骨前方に骨欠損がある場合は、LCCKノッ
チシャンファーガイドの前方フランジは骨と一致
しません。

図 47

図 48
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ホールディングピンを LCCKノッチシャンファーガ

イドの前方または遠位のタブ・ホール内に挿入（図

49）した後、ステムエクステンションブッシングとス

テムエクステンショントライアルをはずします。この

際、フェモラル抜去器を用いることもできます。

LCCKボックスのステムベースと側面をカットする

には、レシプロケーティングソーまたは刃の狭いオシ

レーティングソーを使用します（図 50）。

注：	ボックスのステムベースをカットする際、後方に
向かうに従って、近位方向に角度がついていきま
す。角度がついたカットにより、LCCK関節面
のスパインが適合します。

図 50

図 49
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必要があれば、オシレーティングソーを用いて前後の

シャンファーをカットします（図 51）。

注：	フェモラルサイズC、およびサイズDで、ディ
スタルオーギュメントトライアルを使用している
場合、トライアルのペグとスロット内のボーン
ソーの刃がインピンジしますので注意して下さ
い。

ホールディングピンと LCCKノッチシャンファーガ

イドをはずします。

注：	フェモラルオーギュメントトライアルをはずす際、
オーギュメントドライバーを用いてオーギュメン
トのペグを押します。

図 51
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ステップ10
膝蓋骨の準備
特定の基準に従って、パテラコンポーネントを置換す

るかどうかを決定します。先ず最初に、コンポーネン

トが緩み、すでに取りはずされている場合は、パテラ

コンポーネントを新たに設置するのに十分な骨が残っ

ているかどうかを確認します。新たなパテラコンポー

ネントのペグが膝蓋骨前面を貫通して突出しないだけ

の十分な骨が残っていなければなりません（図 52）。

骨量が不十分な場合は、残った骨はそのままにし、表

面を整えるだけにします。NexGenｨパテラコンポー

ネントはペグで固定する設計になっているため、最低

でも厚さ 10mmの残存骨が必要となります。第二に、

前回のパテラコンポーネントが残っている場合は、再

手術用のフェモラルコンポーネントと、サイズや形状

に互換性があるかを確認します。第三に、前回のコン

ポーネントが壊れていないか、あるいは壊れかけてい

ないかどうかを注意深くチェックします。更に、表面

の評価を行います。

パテラコンポーネントの交換が決定したら、NexGen
ｨパテラコンポーネント用のペグホールを膝蓋骨に作

成します。適切なパテラドリルガイドを膝蓋骨に設置

します。前回のパテラコンポーネント用のペグホール

に重ならないように、ガイドを回転させます。正しい

位置でガイドをしっかりと把持し、パテラ /フェモラ

ルドリルを用いてペグホールを 3つ作成します。

図 52
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ステップ11
試験整復
適当なサイズのボックストライアルを、フェモラルト

ライアル /カッティングガイドにスライドさせます

（図 53）。

まず適当なポステリアオーギュメントトライアルを取

り付け、つぎにディスタルオーギュメントトライアル

を取り付けます（図 54）。オーギュメントトライアル

は正しい位置にスナップインするようにできていま

す。これにより、ボックストライアルがフェモラルト

ライアルにしっかり固定されます。

ディスタルオーギュメンテーションが不要な場合に

は、オーギュメントトライアルスクリューを用いて

ボックスを固定します（図 55）。

注：	ボックストライアルは、骨切り面に一致するよう
に角度がついています。なおボックストライアル
は、フェモラルコンポーネントには取り付けられ
ません。

必要があれば適当な前方オーギュメントを使用しま

す。

ステムエクステンショントライアルをフェモラルトライ

アル /カッティングガイドに取り付け（図 56）、大腿骨

に挿入し、正しく設置できるかどうかを確認します。

選択したティビアオーギュメントトライアル、ステム

エクステンショントライアルとともに、正しいサイズと

スタイルのティビアプレートトライアルを挿入します。

図 55

図 56

図 53

図 54
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LCCKフェモラルトライアル /カッティングガイド

を設置する際、まず LPS関節面トライアルを挿入し

ます。より強固な支持性が必要な場合には、LPS関

節面トライアルをはずし、LCCK関節面トライアル

を挿入します。LPSあるいは LCCK関節トライアル

を必要に応じてドライバーで締めます（図 57）。

ティビアプレートトライアルについているカラーコー

ドのうち、少なくとも一色はフェモラルトライアルの

カラーコードと一致し、また、関節面に使用されてい

るものとも同一でなければなりません。三者間で色の

一致がみられない場合は、脛骨側のサイズが不適当で

すので、新たに適合するティビアプレートと関節面を

選び直してください。

関節可動域と関節の安定性を調べます（図 58）。

必要に応じて軟部組織のリリースを行い、すべてのト

ライアルを取りはずします。

図 58

図 57
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ステップ12
コンポーネントの設置
コンポーネントを選択した後、再度フェモラルコン

ポーネント、ティビアプレート、関節面が適合するか

どうかを確認します。各々には、カラーコードがつい

ています。3種間で色の一致が認められれば、コンポー

ネントは適合しています。

フェモラルコンポーネントの前処置

ステムエクステンション
フェモラルコンポーネントとステムエクステンション

とは、モーステーパーと 2本のセットスクリューで固

定されるようになっています。ステムエクステンショ

ンからロッキングスクリューをはずします。ロッキン

グスクリューは、LCCKフェモラルコンポーネント

との接続には使用しません。

ステムエクステンションを挿入する前に、セットスク

リューがフェモラルコンポーネントのステムベース

テーパー部の中に移動していないかを確認します。ス

テムエクステンションをフェモラルコンポーネントの

ステムベースに挿入します。オフセットステムエクス

テンションを使用する場合には、先に確認したステム

の位置を参考に、ステムベース後方に付けられたライ

ンと、ステムエクステンションに印字してあるマーキ

ングを揃えます。フェモラルコンポーネントのステム

ベースにステムエクステンションを確実にセットしま

す。ぐらつきがある場合には、セットスクリューを半

周分だけ緩めます。ステムエクステンションをセット

したフェモラルコンポーネントを布で包み、器械台の

上に置きます。ステムエクステンションを保護しなが

ら、2ポンドのハンマーで 1回だけ強く打ち込みます。

注：	二回以上たたくと、テーパー部分を破損し、固定
性が低下する危険があります。

モーステーパーで固定した後、フェモラルコンポーネ

ントのステムベースにある 2本のセットスクリューを

締めます。大腿骨セットスクリュー用ドライバーを用

い、中程度の力で 2本のセットスクリューを締めます

（図 59）。

注：	大腿骨セットスクリュー用ドライバーは、セット
スクリューに加わるカを制限するように設計され
ています。ドライバーは手で回してください。

ステムエクステンションは、通常 LCCKフェモラル

コンポーネントとともに用いるよう設計されていま

す。ステムが不要であると術者が判断した場合には、

フェモラルコンポーネントを設置する前に、セットス

クリューをはずしておきます。

図 59

S
TEP

	1
2

コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
の
設
置



40

オーギュメント
フェモラルコンポーネントとフェモラルオーギュメン

トは、1本の固定用スクリューで固定されるように

なっています（ただし前方オーギュメントのみセメン

ト固定）。固定用スクリューは、オーギュメントとと

もに梱包されています。

後方のオーギュメントを取り付ける際、前方フランジ

が妨げとなってストレートのスクリュードライバーで

は使いにくいため、オーギュメントドライバーが開発

されました。このドライバーは、他のあらゆるフェモ

ラルオーギュメントにも使用することが可能ですが、

ディスタルオーギュメントを取り付ける際には、スタ

ンダードのスクリュードライバーの方が使いやすい場

合もあります。

オーギュメントはセメントで固定することも可能で

す。強固な固定性を得るため、オーギュメントにはプ

レコートが施されています。オーギュメントをセメン

トで固定する場合には、セメントをオーギュメントと

フェモラルコンポーネントの間に注入します。

セメントが固まるまでの間、オーギュメントとフェモ

ラルコンポーネントがしっかりと密着するように、

フェモラルオーギュメントヘッドとクランプを使用し

ます。オーギュメントを複数使用する場合には、設置

の順番が重要です。最初にディスタルオーギュメント、

次にポステリアオーギュメント、最後にアンテリア

オーギュメントを設置します。

注：	ポステリア専用オーギュメント、あるいはディス
タル専用オーギュメントを、他のディスタルやポ
ステリアオーギュメントと組み合わせて使用する
ことはできません。

ティビアプレートの前処置
ティビアオーギュメントは、スクリューかセメントで

ティビアプレートに固定するよう設計されています。

スクリューを使用すると、自動的に最適な付置にオー

ギュメントが設置されます。ステムエクステンション

同様、オーギュメントスクリューは、オーギュメント

とともにに梱包されています。オーギュメントの固定

にセメントを使用した場合には、セメントが固まるま

での間、オーギュメントクランプ用いて、オーギュメ

ントを保持します。全てのオーギュメントは、強固な

固定性を得るためプレコートが施されています。

ティビアプレートに関節面を挿人する方法は 2つあり

ます。事前に関節面、ティビアプレートおよひステム

エクステンションを組み合わせる（推奨）か、ティビ

アプレートがセメント固定された後、関節面を挿入し

ます。

注：	ステムエクステンションを使用する際には、ステ
ムエクステンションとともに梱包されているスク
リューまたは LCCKサーフェイスとともに梱包
されているスクリューを使用しティビアルプレー
トと固定してください。スクリュー固定を行わな
いと、ティビアルコンポーネントを打ち込む際、
ステムエクステンションが髄腔内に脱落すること
があります（図60）。

図 60



41

器械台上で操作を行う方法
ステムエクステンションからロッキングスクリューを

はずし廃棄します。ここでは、LCCK関節面とともに

梱包されているロッキングスクリューを使用します。

ティビアプレートのステムベースにステムエクステン

ションを挿入します。オフセットステムエクステンショ

ンを使用している場合には、先に確認したステムの位

置を参考に、そのステムのマーキングと、ステムベー

スに刻まれた線とを揃えます。ティビアプレートを布

でくるみ、器械台にのせます。ステムエクステンショ

ンを保護しながら、2ポンドのハンマーで、1回だけ

強く打ち込みます。

注：	二回以上たたくと、テーパー部分を破損し、固定
性が低下する危険があります。

徒手的に LCCK関節面を後下方に押しつけながら、

ティビアプレートに取り付けます（図 61-A）。

LCCK関節面と同梱のロッキングスクリューを挿入

し、4.5mmドライバービットを用いて締めていきま

す（図 61-B）。ドライバービットは、スクリューヘッ

ドにつけたままにしておきます。

注：	関節面は、スクリューを挿入する前に完全にティ
ビアプレートに取り付けておきます。

使用する予定のステムエクステンションの径をもつ

ティビアプレートレンチを選択します。ステムエクス

テンションをステムプロテクタースリーブに適し、ス

テムエクステンションの直径に対応するレンチの穴へ

挿入します。トルクレンチを4.5mmのドライバービッ

トに取り付けます（図 62）。トルクレンチに 95インチ・

ポンドのトルクをかけます（図 63）。

締め方が弱すぎた場合は、スクリューが緩んでくる危

険があり、強すぎた場合には、スクリューが破損する

危険があります。

図 61-B

図 62

図 63

図 61-A
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術中操作を行う方法
警告：	この方法を用いると、骨 /セメント /インプラ

ントの接合部を障害することがあります。
ステムエクステンションからロッキングスクリューを

はずし、後の使用に備えて器械台に置いておきます。

ステムエクステンションをティビアプレートに挿入し

ます。オフセットステムエクステンンヨンを用いる際

には、先に調べたステムの位置を参考に、そのステム

のマーキングとステムベースに刻まれた線とを揃えま

す。ティビアプレートを布にくるみ、器械台に置いて

おきます。ステムエクステンンヨンを保護しながら、

2ポンドのハンマーで、一度だけしっかりと打ち込み

ます。

注：	二回以上たたくと、テーパー部分を破損し、固定
性が低下する危険があります。

ステムエクステンンヨンとともに梱包されているロッ

キングスクリューを挿入し、ドライバーを用いて固定

します。このスクリューは一時的に使用するもので、

LCCK関節面を挿入する段階で取りかえます。

ティビアプレートとステムエクステンションを設置し

ます。

注：	関節面の挿入を行う前にセメントが固まっていな
ければなりません。レッグホルダーを使用してい
る場合には、レッグホルダーから下肢をおろし、
自由に動かせるようにしておきます。レッグホル
ダーで下肢が固定されたままの状態では、トルク
レンチが適切に使用できず、骨 /セメント /イン
プラント接合部に無理な負荷が加わってしまいま
す。

ステムエクステンションから、仮止めスクリューを抜

去します。徒手的に後下方へ力を加えながら、LCCK

関節面をティビアプレートに組み合わせます。LCCK

関節面と梱包されているロッキングスクリューを挿入

し、4.5mmのドライバーを用いて締めていきます。

ドライバービットは、スクリューヘッドにつけたまま

にしておきます。

使用する予定のティビアプレートに対応する LCCK	

ティビアプレートレンチを選びます。レンチの先端を

ティビアプレートの上に置きます。このときティビア

プレートのベースとレンチが揃っていることを確認し

ます。トルクレンチを 4.5mmのドライバービットに

取り付けます（図 64）。レンチで、95インチ・ポンド

のトルクをかけます（図 65）。

締め方が弱すぎた場合は、スクリューが緩んでくる危

険があり、強すぎた場合には、スクリューが破損する

危険があります。

図 65

図 64
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付録A
クロスオーバーテクニック
初回置換術であっても、ステム付きフェモラルコン

ポーネントを選択せざるを得ないような重度の骨欠損

や軟部組織の不安定性を認める症例があります。

NexGen リビジョンインスツルメントであれば、術

中に NexGen 初回置換術用コンポーネントを、

LCCKコンポーネントに変更することも可能です。機

種の変更は、脛骨の前処置が終了し、NexGen 初回

置換術用の大腿骨の骨切りを行った後でも可能です。

ステップ1
ベースフランジを適切な大きさのフェモラルステム

ベースに取り付けます。ここで適切な「Right」また

は「Left」の表示が、正しく術者に向いていること

を確認します。サムスクリューを締め、ベースフラン

ジを固定します。フェモラルステムベースが大腿遠位

に対して同一平面上に揃い、ベースフランジが大腿骨

前面皮質に収まるように取り付けます（図 66）。ガイ

ド全体を内外側方向にポジショニングした後、2本の

ヘッドレスピンをフェモラルステムベースに、2本の

ホールディングピンをベースフランジへ挿入します。

ステップ2
9mm－ 10mmガイドブッシングをフェモラルステム

ベースに挿入します。このとき、ブッシングの数字が

上を向くようにします。ストレートブッシングは、一

カ所でのみフェモラルステムベースに固定されるよう

になっています。カッティングブロック内のリングは

ストッパーになっており、ブッシングが固定されたこ

とがわかるようになっています。

最初に 9mm－ 10mmガイドブッシングと髄腔リー

マーを用いて、大腿骨髄腔をリーミングし、皮質骨に

当たるまで、あるいは希望のステムサイズになるまで

順次リーミングしていきます。

注：	この際、皮質骨を穿孔しないよう注意します（図
67）。

リーマーが、前後および側面の双方で大腿骨軸の中心

と揃っているよう任意します。リーミングの深さは、

大腿コンポーネントのステムベースの長さ＋必要なス

テムエクステンションの長さを考慮し決定します。

図 67

図 66
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ステップ3
16mm－ 18mmガイドブッシングを、フェモラルス

テムベースに挿入します。18mmのステムドリルを

用いて、2本目の線まで骨髄腔の直径を拡げて、

LCCKフェモラルコンポーネントが挿入できるよう

にします（図 68）。

ステップ4
適切なサイズのストレートステムエクステンショント

ライアルを、適切なサイズのフェモラルトライアル /

カッティングガイドに取り付け、大腿骨に挿入します。

ステップ 6「屈曲ギャップと安定性」へと進みます。

図 68
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付録B
大腿骨遠位部の切除
スタンダードリビジョンカットブロックを、リビジョ

ン IMガイドに取り付けます。リビジョン IMガイド

を「R」または「L」にセットします。ついでストレー

トステムエクステンショントライアルをガイドに取り

付けます。ステムトライアルと IMガイドを大腿骨髄

腔に挿入し、大腿骨遠位部に打ち込みます（図 69）。

注：	打ち込んだ後、ガイドの「R」「L」の表示が、正
しい位置になっているかを確認します。LCCKフェ
モラルコンポーネントのステムは6°外反に位置
しています。IMガイドは骨切りの際に、6°の外
反が生じるように設計されています。

大腿骨ディスタルカッティングガイドをアタッチメン

トガイドに取り付け、リビジョン IMガイドに挿入し

ます。ディスタルカッティングガイドのサムスク

リューを、大腿骨前面に当たるまで回していきます（図

70）。これによりガイドがより安定します。骨に当たっ

たところでスクリューを回すのを止めます。大腿骨

ディスタルカッティン

グガイド上部の「0」と

表示された穴に、2本

のヘッドレスピンを挿

入しガイドを固定しま

す。抜去器を使い、リ

ビジョン IM ガイドと

ステムエクステンショ

ントライアルを抜去し

ます。

図 69
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1.27mmのオシレーティングソーを用い、カッティン

グガイドのスロットを通して大腿遠位端に最小限度の

骨切除を行います（図 71）。－ 4、－ 2、＋ 2、＋ 4と

書かれた穴を利用することで、2mm幅での骨切り量

の調整が可能です。カッティングガイドにつけられた

このマークは、リビジョン IMガイドを設置した際の、

遠位端の骨切り量を元に、調整量をミリメートルの単

位で表しています。大腿骨遠位カッティングガイドを

取りはずします。ステップ 4「フェモラルコンポーネ

ントのサイズ」へと進みます。

図 71
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付録C
屈曲 /伸展ギャップのバランス
屈曲ギャップが確立し、適切なサイズのフェモラルコ

ンポーネントを取り付けたら、膝を伸展させます。次

に、対称的かつバランスのとれた伸展ギャップを得な

ければなりません。これには、ジョイントラインの上

昇もしくは低下をしばしば必要とするため、時には困

難な場合があります。ジョイントラインの適切な位置

の決定には、膝蓋骨が役立ちます。

重要なのは、関節置換における大腿骨側の補正は、屈

曲位か伸展位のいずれかに影響するのに対し、脛骨の

補正は、屈曲および伸展の両方に影響するということ

です。このことは、脛骨側を最初に再建する理論的根

拠にもなっています。次のマトリックス（図 72）は、

膝関節再手術における仮整復の間に起こり得る 9つの

状態を示しています。これらのオプションとその解決

策を検討することは、十分価値のあることです。

1.	 屈曲位および伸展位の両方で、膝関節がきつ過ぎ

る場合、関節面の厚みを減少させることで全体のバラ

ンスをとることができます。

2.	 膝関節が屈曲位ではきつく、伸展位では適度の場

合、2つのオプションが考えられます。1つは、大腿

骨遠位端を補填して、ジョイントラインを下方に下げ、

更に薄い関節面を用いるというものです。もう 1つの

オプションは、更に小さいフェモラルコンポーネント

を用いるというものです。

3.	膝関節が伸展位では緩く、屈曲位ではきつい場合、

更に薄い関節面を用い、大腿骨遠位端の補填により良

好な関節置換が可能になります。他のオプションとし

ては、更に小さいフェモラルコンポーネントを用いる

ことが考えられます。

4.	膝関節が屈曲位では適度、伸展位ではきつい場合、

いくつかのオプションが考えられます。1つは、大腿

骨から後方関節包を解離する方法です。他の選択肢と

しては、大腿骨遠位を更に切除することが考えられま

す。これによって、フェモラルコンポーネントが大腿

骨上でより近位に移動し、結果的にジョイントライン

が上昇します。

5.	 コンポーネントが適度に収まっている場合、もち

ろん修正は一切必要ありません。

6.	 膝関節が伸展位では緩く、屈曲位で適度な場合、

考えられる解決方法は、大腿骨遠位端を補填してジョ

イントラインを下げ、同じ関節面を用いて伸展ギャッ

プを小さくするというものです。

図 72
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7.	 膝関節が伸展位できつく、屈曲位で緩い場合、大

腿骨をわずかに近位に取り付け、更に大きなフェモラ

ルコンポーネントを使用します。もともとのコンポー

ネントサイズが正しいのであれば、関節面をより厚い

ものに取り換え、フェモラルコンポーネントの位置を

より近位にする必要があります。

8.	膝関節が屈曲位で緩く、伸展位で適度な場合、1つ

には、この状況を受け入れることが考えられます。但

し、程度が軽く、特に拘束度の高いコンポーネントを

用いている場合に限ります。またはフェモラルコン

ポーネントのサイズを大きくすることによって、

ギャップのバランスをとることもできます。その他に、

フェモラルコンポーネントを近位に移動させ、より厚

い関節面を用いても、ギャップのバランスをとること

ができます。

9.	 膝関節が屈曲位および伸展位の両方で対称的に緩

い場合には、より厚い関節面を用いることで問題は解

決するでしょう。

注：	これらの解決方法を適用した後は、再び仮整復を
行わなければなりません。新たな問題や、当初の
問題が形を変えて起こる可能性があるからです。
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