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禁忌、警告、予防措置を含む製品情報が添付文書に記載されています。必ず使用前は参照して下さい。

はじめに

NexGen®ローテーティングヒンジ型人工膝関節（以

下、RHK）は、リビジョンTKAおよび困難なプライ

マリー TKA用として、設計されています。ローテー

ティングヒンジ型人工関節を必要とするほとんどの

手術は、リビジョンTKAになるため、本書はリビ

ジョンTKAの手術手技を説明するものです。

有効な手術手技と合わせて効果的で正確なインスツ

ルメントの開発は、リビジョンTKAを成功させるう

えで、重要な意味を持っています。

本文では、ローテーティングヒンジ型を用いたリビ

ジョンTKAのためのNexGen®リビジョン用インスツ

ルメントの使用方法を説明します。

次に付録では、オフセットステムエクステンション

を用いたインスツルメントの使用方法とヒンジ機構

のメンテナンスについて述べています。

注：RHKを使用する場合には、骨セメントを用いる必

要があります。
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プライマリー TKA

初回の人工膝関節全置換術のゴールは、正常な下肢

アライメントの再建、適切なインプラントの選択と

設置、インプラントの安定した固定、ならびに十分

な軟部組織のバランスと安定性の獲得です。RHKシ

ステムは、NexGen Complete Knee Solution System

の多くのインスツルメントおよび手技を活用できる

設計になっています。プライマリー TKAに利用でき

る種々のZimmerインスツルメントシステムは、最適

なアライメントの再現性とシンプルな手技の組み合

わせによって、これらのゴールの達成を支援するこ

とをねらいとしています。

本インスツルメントおよび手技は、 整形外科医が股関

節、膝関節、および足関節の中心が一直線上になるよ

うに再建し、ニュートラルな機能軸を確立することを

支援します。フェモラルおよびティビアルコンポーネ

ントは、機能軸に対し垂直に設置します。これらのイ

ンスツルメントは、最適なコンポーネントの固定が得

られるように正確な骨切除を促すものです。軟部組織

のリリースを適切に行ってバランスが得られるよう

に、豊富なコンポーネントサイズを用意しています。

RHKのフェモラルコンポーネントは、ステムタイプ

のインプラントです。従って、大腿骨切除では髄腔

内を基準として使用する必要があります。これは、

ステム型フェモラルA/Pプレイスメントガイドおよ

び5-in-1インスツルメントを用いて行えます。

ポリエチレンボックスインサート
（UHMWPE）

ヒンジポスト
（Co-Cr-Mo 合金）

ティビアルプレート
コンポーネント
（Co-Cr-Mo合金） ヒンジポスト

エクステンション
（Co-Cr-Mo合金）

正面図

フェモラル
コンポーネント
（Co-Cr-Mo合金）

ヒンジピンプラグ付きヒンジピン
（Co-Cr-Mo合金および UHMWPE）

フェモラルセット
スクリュー
（Ti-6Al-4V合金）

ヒンジピン ブッシング
（UHMWPE）

関節面 コンポーネント
（UHMWPE）

ティビアル ブッシング
（UHMWPE）

テーパー プラグ
（UHMWPE）

側面図
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リビジョンTKA

リビジョンTKAは、熟練した整形外科医であっても

困難な手術であるといえます。リビジョンにいたる

失敗の原因は、摩耗、インプラントのゆるみ、感染

症、骨溶解、靱帯の不安定性、膝蓋大腿関節の合併

症など様々です。リビジョンTKAに際して、プライ

マリー TKAにおける失敗の原因を見極めておくこと

は重要であり、リビジョンTKAの成否がかかってい

るといっても過言ではありません。リビジョンTKA

が失敗する最も一般的な原因は、前回の置換術での

失敗が繰り返されるためです。

リビジョンTKAに際して、前回の手術部位の皮切、

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。リビジョンTKA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、

正確なジョイントラインの再建です。

NexGenリビジョンインプラントを用いる場合、リ

ビジョンTKAの具体的な目的は以下になります。

1.脛骨プラトー部分の再建
まず、脛骨のボーンストック上に、脛骨面を作成する

ことを目標とします。この部分が、屈曲位と伸展位の

ギャップを評価する場合の基準面になります。

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。

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、適切な関節面

の厚さ、大腿骨遠位の位置、およびフェモラルコン

ポーネントのサイズを決定し、最終的に伸展位での

安定性を得られるようにします。

4.膝蓋大腿関節機能の確認
屈曲位と伸展位におけるギャップのバランスを獲得

した後、適切なジョイントラインの位置を検討しま

す。ジョイントラインが極端に高いか低い場合、膝

蓋大腿関節に問題が生じることになります。その場

合には膝蓋大腿関節機能を最善の状態にするため、

フェモラルコンポーネントのサイズ変更およびフェ

モラルオーギュメントの選択を検討します。
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リビジョンインスツルメント
デザインの理論

NexGenリビジョンインスツルメントは、髄内ガイ

ドを使用します。大腿骨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ステムエクステ

ンショントライアルを用いて行います。骨欠損や変

形を伴った膝関節においては、ランドマークとなる

部分が少ないため、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

外ガイドを用いてアライメントを確認することも可

能になっています。

大腿骨側の骨切りガイドは、オーギュメンテーショ

ンのためのガイドとしてだけでなく、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、仮整復が容易に行

えるようデザインされています。

インプラントデザインの理論

RHKは、著しい骨欠損および /または靱帯機能不全

を有する症例において、インプラントによる安定性

を追加する場合を想定しています。本コンポーネン

トは、内外側および前後方向に制御性がありますが、

フェモラルおよびティビアルコンポーネント間の屈

曲／伸展ならびに回旋ができる設計になっています。

インプラントのデザインは、体重支持機能の大部分

が直接ヒンジ部位で支持するのではなく顆部で支持

される点が従来のものと異なっています。これに

よってヒンジ機構に対する荷重が軽減されるため、

より自然な関節の動きが得られます。フェモラルコ

ンポーネントの顆部は、全可動域で脛骨関節面全体

と接触します。この深く凹んだ関節面によって、広

い接触面積を保ちながら荷重の移動が行われます。

ティビアルプレートには、関節面での前後方向のリ

フトオフおよび横滑り防止を兼ねたロッキング機構

が付いています。本コンポーネントの特徴である

ローテーティングプラットフォームは、内旋／外旋

がそれぞれ25度（±50度）まで可能です。関節面の回

旋は、ティビアルプレートのストップ機構で制限さ

れています。

フェモラルコンポーネントとティビアルコンポーネ

ントは互いにロックされておらず、ポリエチレン関

節面から、ティビアルベースプレートステムのポリ

エチレンブッシングへと延びるヒンジポストエクス

テンションによって固定されています。サイズB～

Fのヒンジポストエクステンションは、関節面の厚

さに関わらずティビアルプレート内に40mm延びて

います。そのため、側副靱帯を切除した膝関節にお

いて通常起こる弛緩を上回る長さを有しているため、

同エクステンションが亜脱臼する可能性が最小限に

抑えられます。

RHKには、ティビアルプレートの遠位側に取り付

けられる10mmのテーパーフルブロックティビアル

オーギュメントが含まれています。このオーギュメ

ントは正常なジョイントラインの再現をもたらし、

これにより複数のオーギュメントを必要とせず、ポ

リエチレンの脛骨関節面の厚さを10mm増加するこ

とができます。関節面の厚さには、12～23mmまで

あります。10mmのフルブロックオーギュメントを用

いた場合には、その厚さは22～ 33mmに増加します。

またRHKでは、関節面が適合する形状になっている

ため、ポリエチレン脛骨関節面およびフェモラルコン

ポーネントは適切なサイズを選択する必要がありま

す。例えば、サイズCのフェモラルコンポーネントは

同じくサイズCの関節面と合わせて使用します。ただ

し、ティビアルプレートは様々なコンポーネントサイ

ズを各フェモラルコンポーネント /関節面と合わせて

使用することが可能です。組み合わせ可能なサイズ

についてはサイズ互換表をご確認ください。
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フェモラルコンポーネントのヒンジ機構は、ヒンジ

ポスト、ヒンジピンブッシング、ポリエチレンボッ

クスインサート、およびヒンジピンから構成されて

います。ヒンジポストは、2つのコンポーネントを接

合するためにティビアルプレートに挿入されるヒン

ジポストエクステンションと固定します。このヒン

ジポストエクステンションは、モーステーパーで固

定され、さらに一体型ロッキングスレッドで安定性

を獲得しています。

大腿骨のボーンストックが不足した症例においては、

NexGenフェモラルオーギュメントを使用すること

により、後方 /遠位への調節が可能です（NexGenシ

ステムのフェモラルアンテリアオーギュメントは、

RHKには使用できません）。サードおよびハーフウ

エッジ形状のモジュラー式ティビアルオーギュメン

ト、ならびに5、10、15、20mmハーフブロックも利

用可能です。

術前のプランニング

プライマリー TKAおよびリビジョンTKAにおいて

は術前のプランニングが重要です。反対側の膝の側

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。

ステムエクステンシ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合う大きさのテン

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

置が、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ランドマークにし

ます。

同様にして脛骨側もテンプレーティングします。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

どうかを、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、ティビアルコンポーネントに傾

斜をつけすぎて骨切除面のレベルが大きく変わるこ

とがないようにします。

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

はできる限り温存します。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。いずれかを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

RHKの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。より優れたパフォーマンス

を得るためには、パテラコンポーネントもリビジョ

ン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。プライマリー TKAの

際には、ACL付着部のすぐ前方に挿入します。

リビジョンTKAの場合には、前方皮質から約15mm

の位置に挿入します。リビジョンTKA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、穴を開けます。

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

確認します。

注：リーマーの先端は丸くなっており、先端部では、

骨を切除しないデザインになっています。これに

より、リーマーが皮質骨を突き破ることを防ぎま

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、リーマーの先端が丸

くなっていることによって、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部により、

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、セメントや骨硬化部を切除または摘

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、適切な後方傾斜0°のティビアルブームを取り

付けます（図3）。ティビアルブームの前方は脛骨結節

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、ティビアルブームに設

置します。脛骨前面に達するまでティビアルブームの

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

アル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ランドマークにする

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決

定された後、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、ティビアル

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

ビアルデプスゲージの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：RHK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本のヘッ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

アルブームと、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RHKティビアル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。選択したサイジングプレートに、ホール

ディングクランプを取り付けます（図8）。次に内外反

のアラインメントを、アラインメントロッドを用い

て確認します。

注：RHKのティビアル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トラ

イアル前面フランジに印字してあるカラーコー

ドをチェックします。関節面とともにコンポーネ

ントが運動学的に適合するようにします（図9）。

フェモラル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髄腔リーマーまたはステムエ

クステンション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10）。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。

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トライアルアダプター

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、次ページの「脛骨側の部分的なオーギュメ

ンテーション」の手技へ進んでください。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、12ページの「ステム

ベースのドリリング」へ進んでください。

RHKサイズ互換表

図 8

図 10

図 9
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NexGen脛骨側の部分的な
オーギュメンテーション
RHKと合わせて、ティビアルオーギュメントおよ

びRHKのフルブロックオーギュメントが使用できま

す。対応サイズ表（図11）を確認して適切なサイズを

選びます。

脛骨側のオーギュメンテーションが必要な場合に

は、0°のRHKティビアルブームをリーマーのシャフ

トまたはステムトライアルアダプター、およびスト

レートブッシングの上にスライドさせます（図12）。

ブームベースの2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

アル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。それから

再度サムスクリューを締めます。

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13）。次にオシレーティン

グソーを用いてオーギュメントカットを行います。

カッティングガイド、ブーム、ブッシング、サイジ

ングプレートピン、および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、カッティ

ングガイドの固定性を増すために六角ホールディン

グピンを挿入し、骨切除を終了します（図14）。

骨からティビアル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設置します。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。

サイジングプレートへの固定性を増すために、2本の

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。

RHKの対応サイズ表

図 12

図 13

図 14

図 11
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ステムベースのドリリング
RHKのティビアルドリルブッシングを、サイジング

プレートの上に設置します（図15）。ティビアルステ

ムベースドリルを用いて、ステムベースをドリリン

グします。ドリルに「RHK」と刻まれているラインが、

ドリルブッシング上端と適合するまでドリリングし

ます（図16）。

RHKの0°ブローチインパクターに、適切な大きさの

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17）。

注：より正確にガイドを設置するために、ステムブ

ローチおよびブローチインパクターには矢印が

マークされています。

図 15

図 16

図 17

マークを
合わせます
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ブローチインパクターをサイジングプレートの位置

決め穴に合わせ、インパクターハンドルのシャフト

に刻まれた印の深さまでステムブローチを打ち込ん

でいきます（図18および19）。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を取りはずします。ティビア

ルエクストラクタートライアルとサイジングプレー

トエクストラクターを組み立てます。サイジングプ

レートエクストラクターをサイジングプレートに設

置し、前方にスライドさせてはめ込んだら上に持ち

上げます。ティビアルエクストラクタートライアル

およびサイジングプレートエクストラクターを用い

て、ピンとサイジングプレートをはずします（図20）。

脛骨側の骨の処理を終了し、適切なRHKのティビア

ルトライアル、ステムエクステンショントライアル、

さらにティビアルオーギュメントトライアルを組み

立てます。

図 18

図 19

図 20
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脛骨側のコンポーネントトライアルを脛骨に挿入し

ます。ティビアル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。骨切り面で

ローテー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、ステム付きティビアルトライ

アルを打ち込みます（図21）。ティビアルトライアル

が骨切り面と適切な位置で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

ビアル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。

RHKのティビアルコンポーネントには、通常スト

レートステムエクステンションが使われます。オフ

セットステムについては、髄腔内にオフセットステ

ムが収まるスペースがある場合のみ使用することが

できます。

図 21
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非モジュラー式ティビアルプレート
非モジュラー式ティビアルプレートは、RHKのベー

スプレートと類似していますが、以下の点が異なり

ます。

●脛骨側のモーステーパーを採用しないことにより、

ステムエクステンションのオプションをなくしま

した。

●ステム遠位部の直径が細くなり、これにより髄腔

が短い症例で使用できるようになりました。非

モジュラー式ティビアルステムの遠位端10mm部

分の直径は9mmで、モジュラー式のRHKのステ

ムの同部分の直径14.7mmと比べて、著しく細く

なっています。ティビアルステムの全長75mmに

ついては、モジュラー式と同じです。

●ステムの直径が細くなったため、非モジュラー式

ステムに形状が類似した非モジュラー式テーパー

ティビアルドリルを使う必要があります（図22）。

●非モジュラー式ティビアルプレートは、サイズ1

のみ用意しています（図23）。

ベースプレートと非モジュラー式 ティビアルベースドリル
の正面図

RHKのサイズ表

図 22

図 23
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ステップ3

大腿骨のローテーション
フェモラルコンポーネントのローテーションに問題

があれば、アンバランスな屈曲をもたらすことや、

膝蓋大腿関節の運動力学を損なうことがあります 1,2）。

従って、大腿骨のローテーションに注意することが

重要になります。

適切な大腿骨アライメントを獲得するうえで、解剖

学的ランドマークを用いる多くの方法があります。

これらのランドマークは、長方形の屈曲ギャップを

得るために、適切な靱帯のリリースと組み合わせま

す（図24）。これらの方法の中には、大腿骨に欠損が

ある場合に、解剖学的ランドマークの信頼性が失わ

れるため、手技には慎重な判断が求められるものも

あります。特に重要なのは、不適切な内旋設置を避

けることです 1）。

プライマリー TKAでは、パテラグルーブの最下点と

定義される大腿骨遠位の前後軸を用いてフェモラル

コンポーネントのローテーションを決定するのが一

般的です（図25）。しかし、この方法は、大腿骨顆部

形成不全および外反膝を伴う症例では精度が落ちる

場合があります 2）。

図 24

図 25

屈曲ギャップ

パテラグルーブ



17

フェモラルコンポーネントのローテーションを決定

するには、大腿骨後方顆部を基準にする方法もあり

ます（図26）。ただし、この方法で割り出した基準角

は、顆部の欠損によってずれる可能性があり、フェ

モラルコンポーネントの内旋の原因になることも

あります 2）。フェモラルコンポーネントのローテー

ションの決定を支援する基準として、脛骨骨軸を用

いることもできますが（図27）、それのみでは不十分

であったり誤差が生じることもあります 2）。

フェモラルコンポーネントのローテーションの確立

には、側副靱帯の付着部位であるエピコンダイルを

用いることが推奨されます（図28）2）。エピコンダイ

ルラインを同定するためには、軟部組織をさらにリ

リースしてエピコンダイルを視覚化することが必要

な場合もあります。内側エピコンダイルの中心は、

内側側副靱帯深部の近位と遠位の起始点間の溝に位

置しています。外側エピコンダイルは、大腿骨遠位

の最も外側に突出した部位です。大腿骨顆部後方は、

エピコンダイルアクシスに対して平行でなければな

りません。

図 26

図 27

図 28

1 Berger, RA; Crossett, LS; Jacobs, JJ; Rubash, HE. Malrotation   
causing patellofemoral complications after total knee   
arthroplasty. Clinical Orthopaedics and Related Research.   
Department of Orthopeadic Surgery, Rush Medical College,   
Chicago, IL; 1998:144-153.

2 Insall, JN; Surgery of the Knee. 3rd ed. New York, NY:
 Churchill Livingston; 2001; 1556.
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ステップ4

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28）。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30）。

図 29

図 30
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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が皮質骨に接触する時点で判断

します。最後に用いたリーマーの大きさを記録してお

きます。RHK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、ステムベースとステムエ

クステンションショルダーを合わせた長さである深さ

7cm及び直径18ミリでリーミングする必要がありま

す（図31）。

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、ステムベースを挿入す

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。

リビジョン例で、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32）。

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5「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。図 31

図 32

7cm
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ステップ5

フェモラルコンポーネントのサイズ計測
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。次に紹介する方法を、術前の

プランニングの項で触れたテンプレーティングと併

せて、適切なフェモラルコンポーネントのサイズを

判断するのに用います。最終的なサイズの決定は、

ステップ7「屈曲ギャップと安定性の確立」の段階で

行います。

フェモラルコンポーネントの
テンプレーティング
最終サイズの髄腔リーマーを再度挿入するか、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、最適なサイズを決定します（図33）。

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。

エピコンダイル部の幅
大腿骨エピコンダイル部の幅も、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。エピコンダイル部の幅を計測し、下表を参考

に適切なサイズを判断します。

フェモラルコンポーネントは、残存骨量に関係なく、

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。残存骨量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RHK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。もしくは、ひとつ大きな

サイズのフェモラルコンポーネントを選択しま

す。この際、削りすぎないよう十分注意します。

図 33

エピコンダイル部の幅に基づく
NexGenフェモラルコンポーネントのサイズ

エピコンダイル部の幅
（mm）
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ステップ6

フェモラルステムベースインスツルメント
を使った大腿骨のローテーション及び設置
位置の決定

大腿骨のローテーションの決定
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34）。

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にスラ

イドさせ、フェモラルステムベースに組み合わせま

す（図35）。

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 34

図 35
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フェモラルステムベース表面の穴に、ローテーショ

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、ローテーションアライメントガイドの

ハンドルが、大腿骨エピコンダイルと平行でなけれ

ばなりません（図36）。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

を大腿骨エピコンダイルにあわせます（図37）。

図 36

図 37

ピンホール
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オフセットステムテクニックを使った
コンポーネント設置位置の決定
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

ションを記録します（図38）。この記録は、後の手順

で必要になります。

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 38
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フェモラルステムベースの為のドリリング
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。RHK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3本目の線までドリリングし

ます（図39）。

前後部分のデブリドマン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40、41、42、43）。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 39

図 40

図 41

図 42

図 43



25

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。次にネジ山を一つだけ残

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44）。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

締めるのには、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

ドレスピンに沿って大腿骨遠位から挿入します（図

45）。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。

ローテー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46）。アライ

メントガイドのハンドルは、エピコンダイルライン

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新たに生じた場

合には、この章の最初に戻ります。

図 44

図 46

図 45
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ステップ7

屈曲ギャップと安定性の確立
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。

ティビアル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、RHK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47）。

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のティビアル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「脛骨側の仕上げ」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8「伸展ギャッ

プと安定性の確立」の項で対処します。

図 47
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ステップ8

伸展ギャップと安定性の確立
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48）。

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。そ

の結果生じる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。骨欠損

の量が最大のオーギュメントである10mmを超える

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

厚い関節面トライアルを使うことになります。屈

曲ギャップを再評価するために、ステップ7「屈曲

ギャップと安定性の確立」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。

注：薄い関節面トライアル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、ステップ7

「屈曲ギャップと安定性の確立」の操作へ戻る必

要がある場合もあります。

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、プラ

イマリー TKA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に靱

帯をリリースします。プライマリー TKAと異なりリ

ビジョンTKA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6「フェモラルステム

ベースインスツルメントを使った大腿骨のローテー

ション及び設置位置の決定」へ戻り、回旋アライメン

トを再度チェックします。

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

マークに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

•エピコンダイル部から30mm遠位

図 48
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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49）。

エピコンダイル部は、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、平均して、外顆から25mm及

び内顆から30mmのところにあります（図50）。この

距離は、後方ジョイントラインまでの距離に類似し、

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。

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。

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51）。

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。

図 51

図 49

30mm

3
0m
m図 50
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ステップ9

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52a、b）。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 52a

図 52b
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ステップ10

RHKボックスの前処理
RHK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、ショートヘッドホールディング

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、RHK

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。

注：ヘッドレスピンは1本でも十分な回旋アライメ

ントを提供します。

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53）。

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54）。オ

フセットステムを使用している場合には、オフセッ

トステム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、ロックナットを戻して、ネジ山

を一つ残します。オフセットブッシングのところで

確認した適切な番号がブッシングのマーキングと揃

うように、ステムエクステンションブッシングにオ

フセットトライアルをねじ込んで、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締め付けます（図55）。

必要なディスタルオーギュメントトライアルをRHK

ノッチ /シャンファーガイドに取り付けます（図56）。

これらのトライアルは、ステップ9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（29ページ図52b）。

図 53

図 55

図 56

ステム EX ブッシング

図 54
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ステムとブッシングを組み合わせ、RHKノッチ /シャ

ンファーガイドに挿入します（図57）。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、前方を向いていることを確認します。

ノッチガイドアセンブリ全体を大腿骨髄腔内及び

ヘッドレスピン上に挿入します（図58）。ヘッドレス

ホールディングピンは、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：RHKノッチ /シャンファーガイドのA/P位置は、

髄腔の向きによって決定されます。よって、ガ

イドの前方フランジは、大腿骨前方の骨切り面

と同一平面上になるようにはデザインされてい

ません。

図 57

図 58
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6角ホールディングピンをガイドの前方または遠位の

タブ・ホール内に挿入します（図59）。

注：サイズBには遠方タブ上に2組のピンホールが

あります。これは、非常に小さな大腿骨に使用

する際に、ノッチガイドを固定する手助けをす

る為です。

ノッチガイドを固定した後、アセンブリをガイドか

ら引き抜いて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。

注：本インスツルメントは、髄腔中心を基準にした

デザインです。よって、骨前方とノッチガイド

の底面の間に、スペースがあります（図59の矢

印参照）。

注：直径22mmより大きなストレートステムエクス

テンショントライアルもしくは直径17mmより

大きなオフセットステムエクステンショントラ

イアルを使用する場合は、ブッシングとステム

トライアルを引き抜くために、ノッチガイドを

はずさなくてはいけません。

RHKボックスの側面とベースをカットするには、レ

シプロケーティングソーまたは幅の狭いオシレー

ティングソーを使用します（図60）。

図 59

図 60
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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61）。

注：フェモラルサイズC、およびサイズDで、ス

ナップインディスタルオーギュメントを使用し

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インス

ツルメントからはずす際、ボールノーズスク

リュードライバーを用いてオーギュメントのペ

グを反対側から押します。

図 61
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ステップ11

膝蓋骨の準備
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62）。

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®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、リビジョン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、摺動面の評価をトライアルコンポー

ネントを用いて行います。

パテラコンポーネントの交換が決定したら、NexGen® 

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 62
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ステップ12

仮整復
適当なサイズのモジュラーボックストライアルを、

ローテーティングヒンジ型人工膝関節のフェモラル

トライアル /カッティングガイドにスライドさせます

（図63）。モジュラーボックスのクリップによって、

フェモラルトライアル /カッティングガイドにしっか

り固定されます（図63a）。

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、次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64）。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。

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65）、大

腿骨に挿入し、正しく設置できているかどうか確認

します。

選択したティビアルオーギュメントトライアルおよ

びステムエクステンショントライアルとともに、正

しいサイズのRHKのティビアルトライアルを挿入し

ます。適切なサイズの関節面トライアルをティビア

ルトライアルに設置します。フェモラルトライアル 

/カッティングガイドのサイズはフェモラルトライア

ル /カッティングガイドとティビアル関節面トライア

ルと正確に適合しなければなりません。適合性につ

いては、10ページのサイズ互換表を参照してくださ

い。

図 63

図 63a

図 64

図 65
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注：RHKは「結合型」のデザインとなっており、フェ

モラルおよびティビアルコンポーネントを接合

するヒンジポストエクステンションによって、脛

骨が大腿骨の真下（機能軸上）に位置するように

なります。

フェモラルヒンジポストがティビアルトライアルの

穴に揃わない場合には、脛骨の位置を調整してくだ

さい。膝関節の屈曲角度を90°にすると取り付けや

すくなり、脛骨は内外側への移動ができるとともに、

大腿骨の真下に位置するようになります。取り付け

の際には、レッグホルダーの使用は避けて下さい。

膝関節を90°以上の屈曲位にし、大腿骨側のヒンジポ

ストエクステンショントライアルをフェモラルヒン

ジポストと関節面を経由してティビアルトライアル

に挿入し、ドライバーで締めます（図66および67）。

ヒンジポストエクステンショントライアルは、トル

クレンチで締める必要はありません。徒手による締

めつけのみで十分です。

必要に応じて、軟部組織のリリースを行います。

膝蓋骨のトラッキング
フェモラルトライアル /カッティングガイドに対する

パテラトライアルのトラッキングを確認します。

膝蓋骨のトラッキングは中央になければなりません。

単縫合またはタオル鉗子を用いて、関節包の仮縫合

を行います。膝蓋骨が亜脱臼または外側に傾く傾向

がある場合には、外側支帯解離術を実施します。そ

の際、皮膚を傷つけないようにしてください。良好

な膝蓋骨のトラッキングが得られるところまでリ

リースを行います。外側支帯解離術で膝蓋骨のト

ラッキングを矯正できない場合には、フェモラルお

よびティビアルコンポーネントのローテーションを

再評価します。脛骨結節の方向も確認します。必要

に応じて、ステップ1、2、および3を参照してくだ

さい。

以上を終了した後、すべてのトライアルコンポーネ

ントをはずします。

図 66

図 67
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ステップ13

コンポーネントの設置
コンポーネントを選択した後、10ページの対応サイ

ズ互換表を参考にして、再度フェモラルコンポーネ

ント、ティビアルプレート、関節面が適合するかど

うかを確認します。

フェモラルコンポーネントの準備
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。

ステムエクステンションスクリューは、ステムタイ

プのフェモラルコンポーネントとの固定には使用し

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（図68の矢印）と、このステムの位置番号を揃え

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、片方または両方のセットス

クリューを半周分だけ緩めます。確実なフィットが

得られたら、フェモラルコンポーネントを布で包み、

インスツルメント台の上に置きます。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：2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68）。

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力を制限するように設計さ

れています。破損することがないように、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RHKのフェモラル

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 68
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オーギュメントの取り付け
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。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。

後外側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、ボールノーズスクリュー

ドライバー（00-5987-089-00）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

メントに使用することが可能ですが、ディスタル

フェモラ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に、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との間、および

フェモラルコンポーネントのポケット内に注入しま

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オーギュ

メント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

スタル専用のオーギュメントを、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。

ティビアルプレートの準備
ティビアルオーギュメントは、骨セメントを用いて

ティビアルプレートに固定されるよう設計されてい

ます。セメントが固まるまで間、オーギュメント

クランプを用いて、オーギュメントを保持します。

RHKのティビアルコンポーネントとすべてのオー

ギュメントは、骨セメントによる強固な固定性を得

るためPMMAプレコーティングが施されています。

ステムエクステンションと同様、ロッキングスク

リューはオーギュメントとともに梱包されています。

ティビアル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。ティビアルプレートを

布でくるみ、インスツルメント台にのせます。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：2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。

ステムエクステンションを固定するために、ロッキ

ングスクリューをティビアルプレートに挿入し、ス

クリュードライバーで締めます（図69）。

図 69
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コンポーネントの
組み立て /設置
最初にティビアルプレート、次にフェモラルコンポー

ネントを設置します。フェモラルコンポーネントを設

置する際は、ヒンジ部位の視野を確保するために、ヒ

ンジポストを前方へ移動する必要があります。

注：スパナレンチを取り付けるフェモラルコンポー

ネントのタブから、セメントを完全に除去して

ください（図70）。ヒンジ部位は特にセメント

を残さないようにしてください。これにはキュ

レットを用いることができます。セメントが完

全に固まってから、関節面を挿入します。

関節面の厚さの最終確認のために、関節面トライア

ルを用いて屈曲・伸展ギャップを確認します。

脛骨関節面の取り付け
ティビアルプレートに関節面を挿入する方法は2つ

あります。

大腿骨顆をスライドさせる方法
膝関節を屈曲位にして、フェモラルコンポーネント

がティビアルプレートに接触しないように膝関節を

牽引します。ポリエチレンボックスインサートのス

トップ機構に接触するところまで、ヒンジポストを

前方に移動させます（図71）。脛骨関節面を、ヒンジ

ポストの上およびフェモラルコンポーネント顆部に

設置します（図72）。フェモラルコンポーネント顆部

に接触させた状態で、サーフェイスをティビアルプ

レートに位置するところまで前方にスライドさせま

す（図73）。関節面を前方にスライドさせて、ティビ

アルプレートのタブに付けます。

両側のタブ

図 70

図 71

図 72

図 73
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牽引による方法
膝関節を屈曲位にして、フェモラルコンポーネント

がティビアルプレートに接触しないように膝関節を

牽引します。ポリエチレンボックスインサートのス

トップ機構に接触するところまで、ヒンジポストを

前方に移動させます（図74）。脛骨関節面を、ティビ

アルプレートに設置して、タブに付くところまで前

方にスライドさせます（図75）。膝関節を牽引させな

がら、ヒンジポストが関節面の中央にある穴に入る

まで後方にスライドさせます（図76）。

RHKのロッキング機構
インプラントのロッキング機構の安全性を得るため

に、ヒンジポストエクステンションのテーパーをしっ

かり締めることが重要です。RHKのトルクレンチの

力に対抗するためにスパナレンチを用いて、固定面に

伝わる力を最小限に抑えるとともに、歪みが生じない

ようにします。トルクレンチに刻印されたレベルまで

締めることにより、ヒンジポストエクステンションが

その位置に固定されるため、この作業は非常に重要

です。ヒンジポストエクステンションは、スレッドの

下に4°のモーステーパーが付いた設計になっていま

す（図77）。この4°のテーパーがヒンジポストのテー

パーと合致して、コンポーネントどうしがロックしま

す。ヒンジポストが適切に締められていない場合、術

後に分解する可能性があります。

図 74

図 75

図 76

図 77

ヒンジポストエクステンションがヒンジ
ポストのスレッドに挿入され、4° のモー
ステーパーでロックされる。
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ヒンジポストエクステンションがヒンジ内で回旋す

る自由度は、ヒンジポストとヒンジポストエクステ

ンションのスレッドのかみ合わせによって低下しま

す。このかみ合わせは、脛骨がフェモラルコンポー

ネントの真下に配置されていない場合に生じます（図

78）。

このアライメントの不良によって、ヒンジポストエ

クステンションを挿入し回転させていくにつれて、

ヒンジポストとヒンジポストエクステンションのス

レッド間に摩擦が生じます。このヒンジポストエク

ステンションの摩擦は、4°のモーステーパーのすぐ

上のスレッドにかかる締め付けのトルク低下につな

がります。歪みが増加するにつれて、ヒンジポスト

エクステンションにかかる回転トルクが低下します。

これは4°のロッキングテーパーに直接影響します。

このアライメントの不良が著しい症例の場合、トル

クレンチは適切なレベルであるにもかかわらず、締

め付けの力の摩擦のみがスクリューのスレッドと

モーステーパーに加わることがあります。この状態

では、4°のモーステーパーは完全にロックされませ

ん。上述したように、適切なテーパーロッキングを

維持するうえで非常に重要です。

この点に関しては、インプラントを組み立てる際に

以下のことを行うことによって対処できます。

ヒンジポストトライアルの組み立てまたは分解の際

に問題が生じた場合には、ヒンジポストエクステン

ションのピンを容易に挿入できるように、歪みの位

置を調整する必要があります。インプラントの組み

立てについても同様で、ヒンジポストエクステン

ションが、ヒンジポスト上部の穴およびティビアル

プレートに容易にスライドしなければなりません（図

79）。

スクリュードライバーを操作して、ヒンジポストエ

クステンションがヒンジ上部と同一平面上になるま

で容易に回転（スレッドに挿入）できなければなりま

せん。回転の際に大きな抵抗がある場合には、歪み

を解消するために、脛骨 /大腿骨のアライメントを調

整してください。

組み立ての全過程において、適正なアライメントを

維持しなければなりません。スパナレンチを組み立

て、トルクレンチを締める際に、この配置を維持す

ることが重要です。回転の際に大きな抵抗がある場

合には、アライメントの不良によって歪み（かみ合わ

せ）が生じており、4°のモーステーパーのロッキング

トルクを低下させています。

締め付けの過程において大腿骨と脛骨のアライメン

トが一致していることを確認するには、トルクレン

チを使用する前に、刻み付きドライバー（Knurled 

Driver）を用いてヒンジポストエクステンションを半

周分だけ指で締める、または緩めてください。こう

することで、締め付けの全過程において、大腿骨 /脛

骨アライメント位置が維持されます。

図 78
図 79

ヒンジポストとヒンジポスト
エクステンションのスレッド
のかみ合わせが起こる

ヒンジポストエクステンショ
ンの設置には、大腿骨の真下
にティビアルプレートが位置
しなければなりません。ティ
ビアルプレートがここに位置
していなければ、ヒンジポス
トエクステンションを挿入す
ることが困難になります。そ
の場合には、ティビアルプレー
トの位置を調整します。

大腿骨からの
力の方向

足首からの
力の方向
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ヒンジポストエクステンションの挿入
ヒンジポストとヒンジポストエクステンションテー

パーを組み立てる前に、これらのコンポーネントに

汚れおよび水分が付着していないことを確認してく

ださい。各関節面には、適切な長さのヒンジポスト

エクステンションが梱包されています。ヒンジポス

トをティビアルプレート上部の穴に合わせ、ヒンジ

ポストエクステンションを、関節面を経由してヒン

ジポスト、そしてティビアルプレートの穴に挿入し

ます（図80）。ドライバーを用いて、徒手的にヒンジ

ポストエクステンションをヒンジポストのスレッド

に挿入します（図81）。

挿入後、ヒンジポストエクステンションにドライ

バーをつけたままにします。スパナレンチをフェモ

ラルコンポーネントの外側にある2つのタブに取り

付けます。レンチを大腿骨遠位顆部に確実にセット

するために、刻み付きホイール（Knurled Wheel）を親

指で締めます。RHKのディフレクションビームトル

クレンチをドライバーに取り付けて、レンチの針先

がレンチの適切なマークに到達するまで、130イン

チ /ポンド（15n-m）のトルクを加えます（図82および

83）。トルクを加えている間、スパナレンチを用いて

反対方向に回転を加えます。

注：ヒンジポストエクステンションの締め付けは、

過少または過剰にトルクを加えないようにしま

す。過剰に締め付ける必要はありません。締め

付けが弱い場合には、時間の経過とともにゆる

むことがあります。

図 80

図 81

図 82

図 83
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付録A

オフセットステム
オフセットによって、ステムは大腿骨髄腔の中心から

360°全方向に4.5mm離れたところに位置します。こ

れはクランクの機構に例えると分かりやすいかも知れ

ません。クランクを回転させると、ハンドルの位置は

シャフトに対して変化します。ハンドルは360°回転す

るため、その位置はシャフトに対して無制限に変化す

ることになります。

オフセットステムを使用することで、フェモラル

コンポーネントを大腿骨髄腔の中心から全方向に

4.5mm調整することも可能になります。例えば、

フェモラルコンポーネントを前方または後方、ある

いは内側または外側に4.5mm離して設置すること

や、大腿骨髄腔の中心から前後方向と内外側方向を

組み合わせた位置に4.5mm離して設置することが可

能です（図A1）。図示したように、例えば右大腿骨の

場合、コンポーネントを大腿骨髄腔の中心の内側お

よび前方それぞれ3mm移動した位置に設置すること

などが可能です。

ステップ1-ステムエクステンションを
用いた大腿骨アライメントの確立
オフセットステムベースインスツルメントで
フェモラルコンポーネントの設置を決定する
ストレートステムエクステンションを付けたステム

型フェモラルコンポーネントを大腿骨遠位の適切な

位置に設置できない場合には、オフセットステムエ

クステンションが使用できます。オフセットステム

の準備として、適切な直径のストレートステムエク

ステンショントライアルをステムアダプタートライ

アルに取り付け、大腿骨端に挿入します。次に、ス

テップ5で選択した適切なサイズのフェモラルステ

ムベースカッティングブロックを用いてフェモラル

オフセットブッシングを組み立てます。このブッシ

ングには、フェモラルステムベース /カッティングブ

ロック上の主要な回旋方向にロックするステップが

ありません。最適な位置が得られるところまで、ブ

ロック内でブッシングを回旋させてください。

フェモラルオフセットブッシングは、ガイドそして

コンポーネントを大腿骨髄腔の中心から全方向に

4.5mm移動させることができます。フェモラルベー

スガイドのフランジが適切な動きを妨げる場合には、

フランジを除去します。前面骨切除が必要となるの

で、前面の皮質を傷つけないように注意してくださ

い。

図 A1
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注：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

エンテーションを記録します（図A2）。この記録

は、後の手順で必要になります。

フェモラルステムベース /カッティングブロックの位

置を確立した後、ブロックの上2つの穴にヘッドレ

スピンを挿入して固定します。

フェモラルオフセットブッシングを抜去します。

フェモラルエクストラクターを用いて、髄腔リー

マーまたはステムエクステンショントライアルを抜

去します。16/18フェモラルガイドブッシングをカッ

ティングブロックに挿入します。

フェモラルステムドリルをドリル /リーマーに取り付

け、ブッシングまでドリリングを行います。ドリリ

ングは、RHKのフェモラルコンポーネントに刻まれ

ている3本目のラインまで行います。

注：髄腔の狭い症例には、フェモラルステムドリル

は使用しないでください。フェモラルトライア

ル /カッティングガイドおよびステムエクステン

ションを挿入可能な直径まで、リーミングを行

います。

リーミングの深さは、ドリルビットに刻印されてい

ます（図A3）。

注：ディスタルフェモラルオーギュメントを使用す

る場合には、18mmフェモラルステムドリルを使

用する前に、フェモラルステムベース/カッティ

ングブロックの後面にオーギュメントを適用し

てください。

スタンダードリビジョン用カットブロックがリビ

ジョン用 IMガイドに設置されており、ガイドの「R」

または「L」側が適切にセットされていることを確認し

ます。

注：リビジョン用 IMガイドに取り付けているのがリ

ビジョン用カッティングブロックであることを

確認してください。他のカッティングブロック

では、大腿骨遠位の骨を過剰に切除してしまう

おそれがあります。

オフセットステムを使用する場合には、オフセット

ステムロックナットを適切な直径のオフセットステ

ムエクステンショントライアルに完全に装着します。

次に、1つ目のスレッドまでロックナットを戻します。

オフセットステムエクステンショントライアルを、

リビジョン用 IMガイドのステムエクステンションに

装着します。

16/18フェモラル ガイド
ブッシング

図 A2

図 A3
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先述のフェモラルステムベース /カッティングブロッ

クの後面の位置まで、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（図A4）。

オフセットステムエクステンションをリビジョン用

IMガイドのステムエクステンション後面のマークに

合わせます。オフセットレンチを用いて、リビジョ

ン用 IMガイドにロックナットを締めます。

リビジョン用 IMガイドを、大腿骨髄腔に挿入しま

す。エピコンダイルラインを基準として、ガイドの

ハンドルを希望の回旋位に設定します。適切な回旋

が得られたら、リビジョン用 IMガイドが大腿骨の遠

位面に位置するまで打ち込んでいきます（図A5）。

図 A4

図 A5
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付録B

ヒンジ機構のメンテナンス
RHKでは、脛骨関節面サーフェイスが過剰な過伸展

を防止する役割を果たしています。RHKは、著しく

過剰な過伸展が生じる前にサーフェイス前面に大き

な摩耗が生じるよう設計されています。過伸展が生

じた場合には、最初にサーフェイスの交換のみを検

討するようにしてください。しかし、必要であれば、

ヒンジ機構を交換することも可能です。

RHKインプラントのヒンジ機構は、フェモラルおよ

びティビアルコンポーネントの固定性を損なわずに

交換またはメンテナンスが可能です。交換を容易に

するヒンジコンポーネントを含む滅菌キットが、各

大腿骨サイズに用意されています。

注：大腿骨の内側にフェモラルオーギュメントを使

用している場合には、ヒンジピンへのアクセス

を確保するために、オーギュメントをはずす必

要があります。

膝関節を固定した状態で、スクリュードライバーと

スパナレンチを用いてヒンジポストエクステンショ

ンをはずします。反対方向に回転させることでヒン

ジポストエクステンションを抜去できます（図B1）。

その症例に使用されているフェモラルコンポーネン

トのサイズを確認します。サーフェイス、ポリエチ

レンボックスインサート上部、およびヒンジポスト

の後のマークを参考にしてください。

注：フェモラルコンポーネントのサイズは正確に確

認し（刻印の確認またはフェモラルインプラント

の内外側幅の測定によって）、正しいサイズのド

リルガイドを選択してください。サイズが適切

でない場合には、ヒンジピンへのアクセスが確

保できず、骨欠損が増すことになります。

RHKの遠位に十分な骨が残っておらず、トレフィン

ガイドを使用できない場合は、フリーハンドでヒン

ジピンへアクセスすることもできます。

トレフィンまたは18mmフェモラルステ
ムドリルを使用したフリーハンドでのド
リリング **：
◦ アンテリアフランジからの距離 'X'とディスタルの

顆部の表面からの距離 'Y'から大腿骨内側のドリル

センターの位置を確認し目印をつけます（図B3）。

◦ さらに内側のはみ出し骨の部分を計測し（インプラ

ントで覆われていない部分）、'Z'の深さを加えます

（図B4）。これがドリリングするトータルの深さに

なります。

◦ トータルの深さを、トレフィン（00-5881-050-00）

もしくは18mmフェモラルステムドリル（00-5987-

010-01）にマーキングペンで印をつけ、ヒンジピン

に到達するまで、骨をドリリングします。（インプ

ラントを傷つけないように、慎重に作業を行って

ください。）図 B1

図 B2 トレフィンガイド

アームボディー

ベーススライダー
テンションパッド

キャプチャーボタン サム
スクリュー

Hex
スクリュー
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フェモラルコンポーネントのサイズ毎の 'X'、'Y'そして

'Z'の寸法に関しては下記リストを参照してください。

**トレフィンが使用できない場合は、18mmドリルを

使用してください。

注：もし、5mmより大きなオーギュメントが大腿骨

コンポーネントの内側に使用されている場合は

ヒンジピンにトレフィンを到達させるために、

オーギュメントを取り除く必要があります。

トレフィンガイドの準備
テンションパッドはキャプチャボタンを押すことで、

ロックが外れ、スライドできます。さらに、フェモ

ラルコンポーネントのサイズに応じた穴に差し込み、

テンションパッドの向きを調整します（図B5）。

テンションパッドの矢印とアームボディーの印字を

一致させます（図B6）。（'L'の印字は左足、'R'は右足）

トレフィンガイドのサムスクリューを緩め、ベース

スライダーを調整し、トレフィンドリルブッシング

をHex スクリューの凹み部分に合わせます（図B7）。

患者にインプラントされているフェモラルコンポー

ネントのサイズに適応したトレフィンドリルブッシ

ングを3.5mmHexドライバーを使用して、トレフィ
ンガイドに組み立てます（図B8）。

注：例えば左大腿骨の場合、トレフィンドリルブッ

シングの 'L'の向きをトレフィンガイドの 'L'と

合わせます（図B9）。右大腿骨の場合はトレフィ

ンブッシングの 'R'の向きをトレフィンガイドの

'R'と合わせます（図B10）。どちらの場合もブッ

シング･ガイドの前方側を読み取ります。

図 B3

図 B4

図 B5

RH Knee Hinge Pin Location Dimensions
Femoral Size X Y Z

B 32.5mm 17.5mm 16mm
C 32.5mm 22mm 19mm
D 35mm 23.5mm 21mm
E 37mm 25mm 23mm
F 38.5mm 27mm 25mm

押す

Left Size C Femur

Right Size C Femur

図 B6

図 B7

図 B8

Hexスクリュー

Slide
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フェモラルコンポーネントに向けて、ベーススライ

ダーをスライドさせ、フェモラルコンポーネントの

両側のノッチ部分にトレフィンガイドを取り付けま

す（図B11）。

注意：トレフィンドリルブッシングの 'ANTERIOR'

の印字だけでなく、テンションパッドの

'ANTERIOR'の印字も大腿骨コンポーネント

の前方を向いていなければいけません。

適切な大腿骨サイズとトレフィンガイドに印字され

たサイズを一致させ、アームボディー上にあるサ

ムスクリューを締めます（図B12）。これによりトレ

フィンガイドがフェモラルコンポーネントのノッチ

部分に固定されます。

注意：必ず現在インプラントされているフェモラルコ

ンポーネントのサイズを確認して、トレフィン

ガイドのサイズを一致させます。それができな

い場合は、ヒンジピンにアクセスできず、追加

の骨切除が発生する可能性があります。

ヒンジピンへのアクセス
トレフィンを用いて、大腿骨内側にアクセスホール

を作成します（図B13）。トレフィンは、ドリリングの

深さを制御するストップ機構を備えています。ハン

ドラスプを使用し、残存する骨やヒンジピンへのア

クセスの妨げとなるセメントを除去します（図B14）。

図 B10 右足の場合

図 B12

図 B11

3つの 'L'と 2つの 'ANTERIOR'の
向きを合わせる

3つの 'R'と 2つの 'ANTERIOR'の
向きを合わせる

Slide

図 B13

図 B14

図 B9 左足の場合
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サムスクリューを緩め、トレフィンガイドをフェモラ

ルコンポーネントから取り外します（図B15）。ヒンジ

ピンプラグリムーバルツール（HEXCAPドライバー）の
先端をヒンジピンプラグの中心に合わせ、回転させる

ことにより、プラグヒンジピンの六角の穴を保護して

いるポリエチレンプラグを取り外します（図B16）。

スクリュードライバーとレンチを用いて、ヒンジピ

ンをはずします。ヒンジピンをはずしたら、残りの

ヒンジコンポーネント（ヒンジポストおよびポリエ

チレンボックスインサート）も同様にはずします（図

B17およびB18）。

ティビアルブッシングリムービングツールを用いて、

ティビアルプレートからティビアルブッシングをは

ずします（図B19）。ティビアルプレートの表面に傷

を付けないようにしてください。

ヒンジキットに含まれる新しいティビアルブッシン

グを、ティビアルプレートに挿入し、適切な位置に

設置します（図B20）。

図 B15

図 B16

図 B17

図 B18

図 B19

図 B20



ポリエチレンボックスインサートを大腿骨に挿入し、

ブッシング付きヒンジポストをスライドさせて配置

します（図B21）。ヒンジピンを、大腿骨、ポリエチ

レンボックスインサート、およびブッシング付きヒ

ンジポストに通して挿入します。RHKトルクレンチ

を用いて、ヒンジピンに95インチ・ポンドのトル

クを加えます（図B22）。ヒンジキットに含まれる新

しいヒンジピンプラグを、ヒンジピンのヘックスソ

ケットに合わせます。このようにして、ドリリング

の際に除去した骨部位を置き換えます。

本手技書の39～ 40ページ「コンポーネントの組立て /

設置」の手技に従って、新しい関節面とヒンジポスト

エクステンションを挿入します。

図 B21 図 B22

フェモラルセットスクリュー

フェモラルコンポーネント

ポリエチレン
ヒンジピンブッシング

ヒンジポスト

ヒンジピンプラグ

ヒンジピン
ポリエチレン
ボックスインサート
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