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LCCKリビジョンインスツルメンテーション手術手技はじめに

はじめに

NexGen® Legacy® LCCKリビジョンインスツルメンテーション手術
手技（LCCK）のコンポーネントは、いずれも初回置換術と再置換
術、両方の手技で使用することができます（図1）。

NexGenリビジョンインスツルメントは、髄内リファレンスシステ
ムです。すべての大腿骨切除と脛骨切除は、髄腔内に設置したリー
マーまたはステムエクステンショントライアルです。

NexGenリビジョンインスツルメントを使用すると、術者は術中に
NexGenプライマリーインプラントからステムタイプLCCKインプ
ラントへ切り替えが可能になります。この切り替えを行うことがで
きるのは、脛骨側の準備を行ってからNexGenプライマリー手技を
使用して大腿骨切除を行った後です。これに該当する場合、本手技
書の21ページの「大腿骨髄腔の準備」へ進んでください。

NexGenリビジョンインスツルメントを使用する大きな目的は、
以下の4つです。

• ステップ1 - ティビアルプラットフォームの再設定 -セクション1

– 最初の目標は、堅固な既存脛骨ボーンストックにインプラン
トプラットフォームを設定することです。これが屈曲・伸展
ギャップの評価に関する基準面になります。

• ステップ2 - 屈曲位での膝の安定化 - セクション2

– 次に、屈曲位での膝を安定させるフェモラルコンポーネント
のサイズを選択し、必要に応じて大腿骨顆部ボーンストック
に適合するオーギュメンテーションを決めます。

• ステップ3 - 伸展位での膝の安定化 - セクション3

– 次に、膝を完全伸展位で安定させて側副靭帯の対称性とバ
ランスを獲得します。最後に、屈曲・伸展ギャップのバラン
スを取ります。ジョイントラインの許容位置を推定して膝蓋
大腿トラッキングを最適化します。これにより、適切なサー
フェイスの厚さ、遠位大腿骨位置（オーギュメントが必要な
場合もあり）および伸展位での膝を安定化させる大腿骨サイ
ズを特定しやすくなります。

• ステップ4 - コンポーネントの設置 - セクション4

さらに、個々の患者ニーズに対応するため、LCCKフェモラルコン
ポーネントとの組み合わせ使用に適したティビアルプレートが3種
類あります（図2）。
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1

ティビアルプラットフォームの仕上げ 1
SECTION

ティビアルプラットフォームの仕上げ

最初にティビアルプラットフォームを再度仕上げますが、これは、
そのサーフェイスが屈曲や伸展の位置に関係なく常に関節接合の一
部であるためです。対照的に、遠位大腿骨は伸展位でのみ、後方大
腿骨は屈曲位でのみ、それぞれサーフェイスを構成します。

• 必要な場合、スターティングホールを作成します。8mmの IM

ステップドリルを用いて前方皮質から約15mmの脛骨髄腔管部
のちょうど中点に挿入します。初回置換術の場合、前十字靱帯 

（ACL） のすぐ前方に挿入します（図3）。髄腔を開きます。

• 初めて髄腔のリーミングを行う際は、必ず9mmのリーマー
から始め、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。溝を埋めて、骨を大量に除去しない
ようにします（図4）。

警告：脛骨側で利用できる骨は比較的少なく、勢いよくリーミング
を行うと穿孔や欠損するおそれがあります。

• リーマーはそのまま髄腔内に残しておくと、脛骨リセクショ
ン（骨切り）ガイドと脛骨側の準備に必要なインスツルメント
にとって安定した、位置決めするために必要なアンカーの役
割を果たすことになります。

図3

図4

手技のヒント 1.A

脛骨骨幹の中心と髄腔の中心が一致しない場合、オフセットステム
エクステンションが必要になります。

手技のヒント 1.B

直径9mmのリーマーから始め、1mm単位で次第に大きなリーマー
を使用してリーミングします。
注：9mmのリーマーでは実際に直径9 mmの穴が得られます。

手技のヒント 1.C

脛骨側の準備に際して、最終的なリーマーのサイズは、ステムエク
ステンショントライアルとインプラントの最終径と深さに備えて
使用するリーマーより小さくても構いません。

インスツルメント

8 mm
IMステップドリル

NexGen
リーマー



2

ティビアルプラットフォームの仕上げ
SECTION

1

• 最終的なトライアル前のリーミングの深さについて（図5）

– 75mmのNexGenステムエクステンションの場合、最初の刻印
線が正確に90mmの深さに達するまでリーミングします。

– 145mmのNexGenステムエクステンションの場合、2番目の
刻印線が正しい深さに達するまでリーミングします。

– 200mmのNexGenステムエクステンションの場合、3番目の
刻印線が正しい深さに達するまでリーミングします。

– 必要なティビアルトライアルをリーマーの隣に置き、マーキ
ングペンでリーミングの深さに印を付けると目で見て確認し
やすくなります。

髄腔に対するリーマーのアライメントをチェックする一つの方法と
して、スペーサーブロックを髄外アライメントロッドに取り付けて
使用します（図6）。

• 最後のリーマーはそのまま髄腔内に残しておくか、または一
旦抜去してから、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ステムトライアルアダプ
ターに取り付けます。

• ステムエクステンショントライアルを、リーミングを終えた骨
髄腔内に挿入します（図7）。

図5

図6

図7
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手技のヒント 1.D

外部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真っ直ぐ進むようにします。

手技のヒント 1.E

必要な場合、ティビアルウェッジオーギュメントトライアルを
欠陥のある骨に適用してリーマーの進行方法が正しく維持され
るようにします。
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ティビアルプラットフォームの仕上げ 1
SECTION

• 適切なリビジョンティビアルブーム（0°、7°）をリーマーまたは
ステムエクステンショントライアルに取り付けます。いずれの
ティビアルカッティングガイドでも、標準のカットスロットを
使用すると平らな骨切り面が得られます。

• 適切なティビアルカッティングガイドを選択し、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
リューを締め付けます（図8）。

• 髄外アライメントアーチをティビアルブームに取り付けてから
サムスクリューを締め付けます。このあと、カプラー付属アラ
イメントロッドをアーチに挿入します（図9）。
内顆と外顆を触知して中点を確認しておき、切除面が必ず脛骨
荷重軸に対して直角になるようにします。

• 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、
切除する深さを決定します。

• 初回置換術の症例では、ティビアルデプスリセクションゲージ
を使用して骨切除を行う位置を決定します。ゲージの10mmの
タブをカッティングスロット内に挿入します（図10）。適切な深
さを決定した後、サムスクリューを再調整してからブームに締
め付けます。

図8

0˚

7˚

図9

図10

後方
脛骨

手技のヒント 1.G

再置換術例では、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。

手技のヒント 1.F

ティビアルカッティングガイドは、アライメントロッドが脛骨稜に沿
い、内外踝の中点から7mm～10mm内側に位置し、かつ前脛骨筋腱
と同一線上になるよう設置します。

手技のヒント 1.H

A/Pウェッジティビアルコンポーネントを選択した場合、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10）。
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ティビアルプラットフォームの仕上げ
SECTION

1

• 2本のヘッドレスホールディングピンまたは六角スクリューピ
ンを使用して、適切なティビアルカッティングガイド（ウェッジ
またはブロック）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使用
します（図11）。

• 内側および外側の脛骨高原部分を切除した後、リビジョンティ
ビアルブームとリーマーまたはステムエクステンショントライ
アルをはずし、骨切りを仕上げてから最後にティビアルカッ
ティングガイドを抜去します。

脛骨側の仕上げ

• 適切なサイジングプレートを、ティビアルサイジングプレート
ハンドルに取り付けます（図12）。
サイジングプレートハンドルのスロットにアライメントロッド
を通すと内外反のアライメントが確認しやすくなります。

• 最後に使用したサイズのリーマーまたはステムエクステンション
トライアルを、脛骨の長軸に対して平行となるように再度挿入し
ます。

図11

図12

手技のヒント 1.I

脛骨切除では、六角スクリューが安定したティビアルカッティング
ガイドとなります。

インスツルメント

NexGen
リーマー

ストレートステム
エクステンション

トライアル

ステムトライアル
アダプター

リビジョン
ティビアルブーム

0°
7°

ティビアル
ウェッジカッター

ヘッドレス
ホールディングピン

48mm
75mm

MIS スクリュー
インサーター /

エクストラクター

六角スクリューピン
27mm
33mm
48mm

サイジング
プレートハンドル

ティビアル
サイジングプレート

カプラー付属
アライメントロッド



5

ティビアルプラットフォームの仕上げ 1
SECTION

ティビアルプラットフォームの位置決定

• 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ホールディングピンでプ
レートを固定して、7ページの「ステムベースのドリリング」へ
進んでください。

• 良好なポジションが得られた場合でも脛骨側のオーギュメン
テーションが必要な場合、6ページの「脛骨側のオーギュメン
テーション」へ進んでください。

• 最適なサイジングプレートの位置が得られない場合は、下記の
「脛骨側のステムエクステンションの作成（オフセットステム）」
の手技を継続してください。

脛骨側のステムエクステンションの作成
（オフセットステム）

• ストレートブッシングをはずし、リーマーまたはステムエクス
テンショントライアルとサイジングプレートを残します。

• 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
プターにスライドさせ、サイジングプレートの円形ステップに
収まるようにします。

• 最適な被覆が得られたら、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14の矢印参照）。

• 2本のショートヘッドホールディングピンでサイジングプレー
トを固定します。

図13

図14

手技のヒント 1.J

脛骨側のオーギュメンテーションが必要な場合、オーギュメン
テーションする側にピンは使用しないでください。6ページの「脛
骨側のオーギュメンテーション」へ進んでください。

インスツルメント
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ストレートステム
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ティビアルプラットフォームの仕上げ
SECTION

1

• ブッシングとリーマーまたはステムエクステンショントライア
ルをはずし、サイジングプレートのみを残して、7ページの「ス
テムベースのドリリング」へ進んでください。

脛骨側のオーギュメンテーション

• 適切なオフセットリビジョンティビアルブーム（0°、7°）をリーマーま
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ま
たはオフセットブッシングの上をスライドさせます（図15）。

• ブームのサムスクリューを締め付け、適切なティビアルカッティング
ガイドを取り付けます。再度サムスクリューを締め付けます（図16）。

• 2本のヘッドレスホールディングピンまたは六角スクリューピ
ンで、適切なティビアルカッティングガイド（ウェッジまたはブ
ロック）を骨にしっかりと固定します。

• 1.27mmのオシレーティングソーを用いて、オーギュメンテー
ション切除します。ブーム、リーマーまたはステムエクステン
ショントライアル、ブッシング、およびサイジングプレートを
はずします。骨切除を終了してティビアルカッティングガイド
をはずします。

• 適切なティビアル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、2本のショートヘッドホールディングピン
でプレートを骨に固定します。

0˚

7˚

後方
脛骨

図15

図16

手技のヒント 1.K

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
19mmを超える場合は、必ずサイジングプレートを先にはずし
ます。
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ティビアルプラットフォームの仕上げ 1
SECTION

ステムベースのドリリング

• 適切なティビアルドリルガイド をサイジングプレート上に設置
し（図17）、該当するステムドリルを用いて脛骨ステムベースを
ドリリングします。

• ステム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18の矢印参照）。

脛骨側のトライアル

• 適切なサイズのティビアルブローチをブローチインパクターに
取り付けます（図19）。

• インパクターをサイジングプレートのペグに収め、ブローチを
打ち込みます（図20の矢印参照）。ブローチは、打ち込みすぎな
いようにオートストップ機構を備えています。

• ブローチインパクターとサイジングプレートを取り外します。

図17

図18

図19

図20

手技のヒント 1.L

2本のピンのうち1本は、ティビアル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。

インスツルメント

ティビアルウェッジ
オーギュメント

トライアル

ティビアル
サイジング

プレート

ショートヘッド
ホールディングピン

ティビアル
ドリルガイド

ステムタイプ

溝タイプ

ティビアルステムドリル

セメント固定
ステムタイプ

ステムタイプ

ティビアル
ブローチ

ティビアル
ブローチ

インパクター

ハンマー
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ティビアルプラットフォームの仕上げ
SECTION

1

• 脛骨側の前処理を終了し、適切な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、さらに必要に応じてティビアルオー
ギュメントトライアルを組み立てます。3.5mmの六角ドライバーを
使用してステムエクステンショントライアルを固定します。

• 最終リーミングが済んでいない場合は1ページへ戻ってください
（図4）。

• オフセットステムの場合、オフセットステムエクステンション
トライアルに付けられた適切なマーキングと、ティビアルトラ
イアルに刻まれたマーキングを揃えます（図21の矢印参照）。
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。

• 最後のティビアルトライアルを脛骨に挿入します。

• ティビアルトライアルインパクターを使用して、ティビアルトラ
イアルを打ち込みます（図22）。

• 3.5mmの六角ドライバーを使用して、ステムエクステンション
トライアルを所定の位置に固定します。

図21

図22

手技のヒント 1.O

ティビアルトライアルをこのまま残して手技を続けると、新たに
切除する脛骨が保護されることになります。

手技のヒント 1.M

オフセットステムトライアルを使用する場合は、ステムエク
ステンションを取り付ける際、スクリューは緩めに締めておきま
す。スクリューを完全に締めないことで、ティビアルトライアル
を最適な位置へ回転させることができます。

手技のヒント 1.N

ティビアルトライアルをはずしたら、ステムエクステンション 

トライアルに刻まれたマーキングと、ティビアルトライアルの
アライメントマーキングが一致していることを確認します（図21

の矢印参照）。これに基づいて、オフセットステムエクステン
ションインプラントのアライメントの適否を確認します。

インスツルメント

ティビアル
トライアル

ストレートステム
エクステンション

トライアル

オフセットステム
エクステンション

トライアル

ティビアルウェッジ
オーギュメント

トライアル

3.5mm
六角ドライバー

ティビアル
トライアル

インパクター

ハンマー
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再置換術-屈曲位での膝の安定化 2
SECTION

屈曲位での膝の安定化
大腿骨髄腔の準備

• 必要な場合、8mmの IMステップドリルを使用してスターティ
ングホールを作ります（図23）。

• 初めて髄腔のリーミングを行う際は、9mmのリーマーから始
め、リーマーが皮質骨に接触する所要の深さとサイズになるま
で徐々に大腿骨髄腔をリーミングします（図23および図24）。

• 最終的なトライアル前のリーミングの深さについて（図24）

– 75mmのNexGenステムエクステンションの場合、最初の刻印
線が正確に90mmの深さに達するまでリーミングします。

– 145mmのNexGenステムエクステンションの場合、2番目の
刻印線が正しい深さに達するまでリーミングします。

– 200mmのNexGenステムエクステンションの場合、3番目の
刻印線が正しい深さに達するまでリーミングします。

– 必要なフェモラルトライアルをリーマーの隣に置き、マーキ
ングペンでリーミングの深さに印を付けると目で見て確認し
やすくなります。

90mm
145mm

200mm

NexGen
リーマーの
最初の刻印線

図23

図24

NexGen
リーマーの
2 番目の刻印線

NexGen
リーマーの
3 番目の刻印線

リセクション
（骨切り）ライン

手技のヒント 2.A

直径9mmのリーマーから始め、1mm単位で次第に大きなリーマー
を使用してリーミングします。
注：9mmのリーマーでは実際に直径9 mmの穴が得られます。

手技のヒント 2.B

最終リーミングが完了した後、最後に使用したリーマーの直径と
深さを記録しておきます。

インスツルメント

8mm
 IM ステップドリル

NexGen
リーマー

ティビアル
トライアル

フェモラル
トライアル /

カッティングガイド
左
右

ストレートステム
エクステンション

トライアル
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再置換術-屈曲位での膝の安定化
SECTION

2

フェモラルコンポーネントのサイズ評価

1.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。

注意：前回のインプラントに基づいてサイズを決定する場合、プラ
イマリー TKAの失敗の原因がコンポーネントのオーバーサ
イズまたはアンダーサイズであった可能性を確認してくだ
さい。

2.エピコンダイルの幅
大腿骨エピコンダイルの幅は、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。エピコンダイルの
幅を計測し、右表を参考に適切なサイズを判断します（図25）。
エピコンダイルを測定することで、最大サイズが分かります。

フェモラルトライアルの準備

• 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LCCKフェモラルトライアル /カッティングガイドへ挿入しま
す（図26）。

エピコンダイルの幅（mm） 女性 男性
75 C –

80 D C

85 E D

90 F E

95 G F

100 – G

エピコンダイルの幅に基づくNexGen

フェモラルコンポーネントのサイズ

図25

図26手技のヒント 2.D

ストレートステムエクステンショントライアルでは適切な被覆が
得られない場合、オフセットステムエクステンショントライアルを
使用します。

手技のヒント 2.C

患者の反対側の膝の術前X線像を評価することで最終的なサイズ
決定が行いやすくなります。

インスツルメント

ストレートステム
エクステンション

トライアル

フェモラル
トライアル/

カッティングガイド
左
右

オフセットステム
エクステンション

トライアル

※サイズGは、オプションです。
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再置換術-屈曲位での膝の安定化 2
SECTION

• 膝を屈曲位にして、フェモラルトライアル /カッティングガイ
ドを大腿骨遠位へ挿入します。フェモラルトライアルを既存の
骨に設置します。うまく設置できない場合、妨げになっている
前後の骨を、ロンジュール等を使用して注意深く切除します。

注意：この際、削りすぎないように十分注意します。

• リビジョンローテーショナルアライメントガイドのタブを、
フェモラルトライアルの後方のオーギュメントリセクションス
ロットへ挿入します（図27）。

• アライメントガイドのハンドルが必ずエピコンダイルと一直線
になるようにします。

• ヘッドレスホールディングピンを差し込んで、フェモラルコン
ポーネントのローテーションを設定します（図28）。

• これらのピンは、後でLCCK 4-in-1フェモラルカットブロック
の位置決めに使用することができます。

屈曲ギャップと安定性の設定

• ティビアルトライアルおよびフェモラルトライアルに表示され
ている色のLPS（リビジョン時のみ）サーフェイストライアルの
中で、最も薄いものから挿入します。

• 屈曲位での安定性を評価します（図29）。

図27

図28

図29

手技のヒント 2.E

フェモラルトライアルを挿入できない、または回旋が正しくない
場合、22ページへ進んで大腿骨遠位部の切除を行います。

手技のヒント 2.F

顆間部のボックスカットを行う前なので、LCCKサーフェイストライ
アルは使用できません。

ストレートステム
エクステンション

トライアル

オフセットステム
エクステンション

トライアル

フェモラル
トライアル/

カッティングガイド
左
右

ティビアル
トライアル

ローテーショナル
アライメントガイド

ヘッドレス
ホールディングピン

48 mm
75 mm

ハンマー LPS
サーフェイス

トライアル

ディスタル
フェモラル

オーギュメント
トライアル

ポステリア
フェモラル

オーギュメント
トライアル

インスツルメント
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再置換術-屈曲位での膝の安定化
SECTION

2

• 一番薄いサーフェイスでも挿入できない場合は、以下の方法を
試してみます。
– 小さいサイズのフェモラルコンポーネントを選択する。
– 脛骨プラトー /ジョイントラインを下げる。

• 一番薄いサーフェイスでは屈曲位において膝関節が緩い場合、
良好な安定性が得られるまで順次サーフェイストライアルを厚
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緩い場合
には、以下の方法を試してみます。
– 5mmまたは10mmのブロックをティビアルトライアルの内・
外両側に足して、脛骨のオーギュメンテーションを行う。

– 次に大きなフェモラルトライアル /カッティングガイドを選
択する。

• LCCKシステムのインプラントの互換性に関しては、下表を参
照して下さい。

NexGen Complete Knee Solutionの
コンポーネントマッチングフローチャート

開始

3 つのラベルがすべて、同じタイプの膝
であることを確認する（例：3 つのコン
ポーネントがすべて LPS である）。

膝のタイプを混在させない （例：CR コン
ポーネントと LPS が混在しない）。

カラーコードを無視する。

フェモラルコンポーネントの文字とティ
ビアルコンポーネントの番号をサーフェ
イスのラベルと一致させる。

3 つの
ラベルは

すべてカラー
コードが記載

してあるか
？

いいえ

はい

はい

終了

カラーコードと文字の両
方をフェモラルコンポー
ネントに一致させる。

カラーコードのみ
を一致させる。

サー
フェイスの

カラーコードに
文字が記載して

あるか？

7-8

C D E F G

NexGen LCCK互換表

5-6

3-4,4+

1-2 CD/1-2
STRIPED PURPLE

CD/1-2
STRIPED PURPLE

CD/3-4
SOLID YELLOW

CD/3-4
SOLID YELLOW

EF/3-4
STRIPED YELLOW

EF/3-4
STRIPED YELLOW

G/7-10
SOLID BLUE

EF/7-10
STRIPED BLUE

EF/7-10
STRIPED BLUE

EF/5-6
SOLID GREEN

EF/5-6
SOLID GREEN

CD/5-6
STRIPED GREEN

CD/5-6
STRIPED GREEN

フェモラルコンポーネントのサイズ

テ
ィ
ビ
ア
ル
プ
レ
ー
ト
の
サ
イ
ズ
パテラ

コンポーネントの
サイズ

すべてのLCCKフェモラルコンポーネントには
標準サイズのパテラを使用すること。

26mm（インセッティング専用）† 32mm† 38mm
29mm† 35mm 41mm

† Gフェモラルコンポーネントの場合、必ず、26mm、29mmおよび32mmのパテラコンポーネントを使用してください。

（オプション）
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再置換術-伸展位での膝の安定化 3
SECTION

伸展位での膝の安定化
伸展ギャップと安定性の確認

• 屈曲位で適切な安定性が得られた後、最終的なLPSサーフェイ
ストライアルはそのままとし、膝を完全伸展位にします。対称
で均衡の取れた伸展ギャップを設定してください。

• 膝関節再置換術の伸展につれ、完全伸展、必要な外反アライメ
ントおよび適切な内反 /外反安定性を評価します（図30）。

• ギャップが最大のオーギュメントである20mmを超える場合には、
ひとサイズ小さなフェモラルトライアルを選択してみます。こう
することにより、より厚いサーフェイストライアルを使うことが
できるようになり、屈曲ギャップの再評価が必要になります。

軟部組織のバランス
• 骨欠損とコンポーネントの沈み込みが主な原因で大きな変形が
生じている場合を除き、従来の軟部組織のリリースが必要にな
ります。

• 膝を伸展位にして、初回置換術と同様に必要な靱帯のリリース
を行い、対称で適切なテンションが得られるようにします。

図30
完全伸展 6°外反で安定

図31

手技のヒント 3.A

ディスタルフェモラルオーギュメントトライアルは、伸展位
での安定性を強化するためのスペーサーとしても使用できます
（図31）。

インスツルメント

フェモラル
トライアル/

カッティングガイド
左
右

ストレートステム
エクステンション

トライアル

LPS
サーフェイス

トライアル

ティビアル
トライアル

ディスタル
フェモラル

オーギュメント
トライアル

ポステリア
フェモラル

オーギュメント
トライアル
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再置換術-伸展位での膝の安定化
SECTION

3

大腿骨側のオーギュメントカット

• 後方関節包と脛骨またはトライアルを保護するため、レトラク
ターを挿入します。

• 厚さ1.27mmのレシプロケーティングソーを用い、フェモラルト
ライアル /カッティングガイドを利用して、必要な後方または遠
位のオーギュメントカットを行います（図32および図33）。

ジョイントライン

必要であれば、膝蓋骨の位置を調べるためにパテラジョイントライ
ンゲージを使用します。

• 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ヵ所のスロットにゲージのタブを挿入して、パテラトライ
アルまたは非置換の膝蓋骨の下極がゲージ上に表示してある
2ヵ所の「Normal」の印の間に来れば適正です（図34）。

エピコンダイルは、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
側エピコンダイルから25mm、内側エピコンダイルから30mmのと
ころにあります。この距離は、後方ジョイントラインまでの平均距
離に非常に近く、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（図35）。

25-30mm

図32

図33

図34

図35

手技のヒント 3.B

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外さなければならない
場合があります。

インスツルメント

フェモラル
トライアル/

カッティングガイド
左
右

ストレートステム
エクステンション

トライアル

LPS
サーフェイス

トライアル

ティビアル
トライアル

パテラジョイント
ラインゲージ
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再置換術-伸展位での膝の安定化 3
SECTION

屈曲 /伸展ギャップのバランス
膝関節置換術では、大腿骨側の補正が屈曲位か伸展位のいずれかに
影響するのに対し、脛骨側の補正は屈曲と伸展の両方に影響を及ぼ
す点に注意が必要です。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。右のマトリックス（図36）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。

伸　展

屈

曲

きつい 適度 緩い

きつい 1 2 3

適度 4 5 6

緩い 7 8 9

図36

1. 2つのオプションが存在
• 厚さの薄いサーフェイスを使用する。
• 脛骨の骨切りを追加する。

2. 3つのオプションが存在
• オフセットステムエクステンションを使用して、フェモラルコ
ンポーネントを前方へ移動する。

• サイズの小さいフェモラルコンポーネントを使用する。
• ディスタルフェモラルオーギュメントを使用して、フェモラル
コンポーネントを遠位へ移動し、厚さの薄いサーフェイスを使
用する。

3. 3つのオプションが存在
• ディスタルフェモラルオーギュメントを使用して、ジョイント
ラインを下げて、厚さの薄いサーフェイスの使用を可能にする。

• 厚いサーフェイスを使用し、サイズの小さいフェモラルコン
ポーネントを使用する。

• オフセットステムエクステンションを使用して、フェモラルコ
ンポーネントを前方へ移動し、厚いサーフェイスを使用する。

4. 2つのオプションが存在
• 大腿骨から後方関節包を解離する。
• 大腿骨遠位をさらに切除し、フェモラルコンポーネントを近位
へ移動する。

5. 追加の修正は不要

6. 2つのオプションが存在
• 同じサーフェイスを用いてディスタルフェモラルオーギュメン
トを使用することでジョイントラインを下げ、伸展ギャップを
きつくする。

• 小さいサイズのフェモラルコンポーネントを選択し、厚いサー
フェイスを使用することで、ジョイントラインが上がる可能性
がある。

7. 3つのオプションが存在
• 大腿骨遠位をさらに切除し、サイズの大きいフェモラルコン
ポーネントをポステリアフェモラルオーギュメントとともに使
用する。

• 大腿骨をさらに切除し、フェモラルコンポーネントの位置をよ
り近位にしてから厚いサーフェイスを使用する。

• 大腿骨遠位をさらに切除し、オフセットステムエクステンショ
ンを使用して、フェモラルコンポーネントを後方へ移動する。
ポステリアフェモラルオーギュメントを使用する。

8. 4つのオプションが存在
• サイズの大きいフェモラルコンポーネントをポステリアフェモ
ラルオーギュメントとともに使用することで、ギャップが等し
くなる可能性がある。

• 大腿骨遠位をさらに切除し、フェモラルコンポーネントの位置
をより近位にしてから厚いサーフェイスを使用する。

• オフセットステムエクステンションを使用して、フェモラル
コンポーネントを後方へ移動する。ポステリアフェモラルオー
ギュメントを使用する。

• 程度が軽く、特に拘束度の高いサーフェイスを用いている場合
に限り、現在のバランス状況を受け入れる。

9. 厚いサーフェイスを使用する。
軟部組織の均衡化に際しては、必ず、膝蓋骨とジョイントラインの
位置を考慮してください。

手技のヒント 3.C

仮整復は、これらの解決策のいずれかを実施してから行います。
これにより、解決策の確認や新たな問題または当初の問題が形を
変えて起こる可能性の特定をします。
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再置換術-伸展位での膝の安定化
SECTION

3

LCCKボックスの前処理

• フェモラルトライアル /カッティングガイドを抜去します。

• オフセットステムを使用している場合、ポステリアステムベー
スハウジング上に刻まれたラインに対するステム位置番号を覚
えておきます（図37）。

• フェモラルトライアルカッティングガイドからステムエクス
テンショントライアルを取り外して、ステムエクステンション
ブッシングへ挿入します（図38）。

• 1本または2本のヘッドレスホールディングピンを再挿入します 

（図39）。これらのピンは、LCCKノッチカットガイド /4-in-1フェ
モラルカットブロックの回旋アライメント設定に役立ちます。

• オフセットステムエクステンションを使用する場合、オフセッ
トステム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。

• オフセットステムエクステンショントライアルをステムエクス
テンションブッシングにねじ込んでから回転させて、フェモラ
ルトライアルカッティング /ガイド上で確認しておいた位置に
該当する番号を合わせます（図37）。

• ここで、ステムエクステンションブッシングに対するロック
ナットをねじ戻し、オフセットステムレンチを使用してロック
ナットを締め込みます。

図37

図38

図39

手技のヒント 3.D

1本のヘッドレスピンでも、セントラルステムベースとステム
エクステンショントライアルとともに十分な回旋アライメントが
得られます。

インスツルメント

フェモラル
トライアル/

カッティングガイド
左
右

ストレートステム
エクステンション

トライアル

LCCKステム
エクステンション

ブッシング

ヘッドレス
ホールディングピン

48mm
75mm

ハンマー オフセットステム
エクステンション

トライアル

オフセット
ステムロックナット

オフセット
ステムレンチ
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再置換術-伸展位での膝の安定化 3
SECTION

• ディスタルフェモラル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使用していた場合、一度
取り外してからLCCK 4-in-1フェモラルカットブロックに設置
します。これらのトライアルは、本手技書の14ページで行っ
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32および図33）。

• 適切なサイズのLCCKノッチカットガイドを、LCCK 4-in-1フェ
モラルカットブロックに完全に収まるまで挿入します。

• ステムエクステンションブッシングを、LCCKノッチカットガ
イド /4-in-1フェモラルカットブロックに挿入します。

• それぞれ右または左の膝を示す「R」または「L」の刻印表示のうち
正しい方が前方を向いていることを確認します。

• LCCKノッチカットガイド /4-in-1フェモラルカットブロック
を、ヘッドレスピンを通して大腿骨髄腔内へ挿入します（図41

および図42）。ピンは、抜去時にピン抜去器でつかめるように、
LCCK 4-in-1フェモラルカットブロックの表面から出ている状態
にします。

図40

図41

図42

手技のヒント 3.E

インスツルメントからフェモラルオーギュメントトライアルを
取り外す場合、3.5 mmの六角ドライバーを使用してオーギュメントの
ペグを反対側から押します（図40）。

手技のヒント 3.F

LCCKノッチカットガイド /4- in-1フェモラルカットブロック
の前後方向（A/P）位置は髄腔の向きで決まります。したがって、
ガイドの前方フランジは、大腿骨前方の切除面とは同一平面上
になりません。

フェモラル
トライアル/

カッティングガイド
左
右

LCCK 4-in-1
フェモラル

カットブロック

ディスタル
フェモラル

オーギュメント
トライアル

LCCKノッチカット
ガイド

ストレートステム
エクステンション

トライアル

ヘッドレス
ホールディングピン

48mm
75mm

LCCKステム
エクステンション

ブッシング

3.5mm
六角ドライバー

ティビアル
トライアル

インスツルメント
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再置換術-伸展位での膝の安定化
SECTION

3

• 2本の六角スクリューピンを使用して、4-in-1フェモラルカット
ブロックを大腿骨遠位に固定します（図43）。

• 2本の33mmの六角スクリューを使用して、ノッチカットガイ
ドの上部を通します（図44）。

• LCCKノッチカットガイド /4-in-1フェモラルカットブロックを
固定したら、4-in-1フェモラルカットブロックからを抜去して、
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。フェモラルエクストラクターを使用
することもできます。

LCCKボックスのカット

• レシプロケーティングソーを使用して、LCCKボックスのステ
ムベースと側面をカットします（図45）。

• LCCKノッチカットガイド /4-in-1フェモラルカットブロックを
はずします。

図43

図44

図45

手技のヒント 3.G

15mmディスタルフェモラルオーギュメントトライアル使用時
は、4-in-1フェモラルカットブロックが干渉するためスクリュー
ピンは使用できません。

手技のヒント 3.H

大腿骨遠位のオーギュメントを必要としない再置換症例の場合は
すべて、内部のスクリューホールを使用してください。外部の
スクリューホールは、5mmまたは10mmのディスタルフェモラル
オーギュメントトライアルと使用します。

手技のヒント 3.I

4-in-1フェモラルカットブロックでオーギュメンテーションを使用
する場合は、ノッチカットガイドの最初の組み合わせの穴は使用
しません（図44の矢印）。

ディスタルフェモラル
オーギュメント

トライアル

MISスクリュー
インサーター/

エクストラクター

六角スクリューピン
27mm
33mm
48 mm

LCCK 4-in-1
フェモラルカット

ブロック

LCCKノッチカット
ガイド

ティビアル
トライアル

ストレートステム
エクステンション

トライアル

LCCKステム
エクステンション

ブッシング

フェモラル
エクストラクター

インスツルメント
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再置換術-屈曲位での膝の安定化 2
SECTION

試験整復

• 適切なサイズのモジュラー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46）。

• まず適切なポステリアフェモラルオーギュメントトライアルを
取り付け、つぎにディスタルフェモラルオーギュメントトライ
アルを取り付けます（図46）。

• ディスタルフェモラルオーギュメンテーションが不要な場合に
は、フェモラルオーギュメントトライアルスクリューを使用し
てトライアルボックスを固定します（図46）。

必要な場合、適切なアンテリアフェモラルオーギュメントトライア
ルを使用します。

• 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ます（図47）。

• フェモラルトライアル /カッティングガイドを挿入し、正しく
設置できているか確認します。

図46

図47

手技のヒント 3.J

モジュラー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、トライアルボックスはフェモラル
コンポーネントには取り付けられません。

手技のヒント 3.K

オフセットステムエクステンションが必要になると判断した
場合、適切な直径のものを挿入して16ページに示す向きで設置
します（図37）。

モジュラー
ボックストライアル

フェモラル
トライアル/

カッティングガイド
左
右

ポステリア
フェモラル

オーギュメント
トライアル

ディスタル
フェモラル

オーギュメント
トライアル

フェモラル
オーギュメント

トライアルスクリュー

3.5mm
六角ドライバー

アンテリア
フェモラル

オーギュメント
トライアル

ストレートステム
エクステンション

トライアル

オフセットステム
エクステンション

トライアル

オフセットステム
ロックナット

インスツルメント
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再置換術-屈曲位での膝の安定化
SECTION

2

• 必要に応じて、選択したティビアル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
形状のティビアルトライアルを挿入します。

• 正しい厚みと形状のサーフェイストライアルをティビアルトラ
イアルに取り付けます。

LCCKフェモラルコンポーネントを設置する場合は、LPSサーフェ
イストライアルを挿入します。より強い拘束が必要な場合、LPSト
ライアルをはずし、LCCKサーフェイストライアルを挿入します。
LPSまたはLCCKサーフェイストライアルの場合、必要に応じて
ロッキングスクリューをサーフェイスに貫通させてから3.5mm六
角ドライバーで締めます（図48）。

膝蓋骨トラッキングを調べるには、37ページの「膝蓋骨の準備」に
進みます。

図48

インスツルメント

フェモラル
トライアル/

カッティングガイド
左
右

LPS
サーフェイス

トライアル

LCCK
サーフェイス

トライアル

ティビアル
トライアル

ストレートステム
エクステンション

トライアル

サーフェイス
トライアルロッキング

スクリュー

3.5mm
六角ドライバー



21

初回置換術-屈曲位での膝の安定化 2
SECTION

屈曲位での膝の安定化
大腿骨髄腔の準備

• 必要な場合、8 mmの IMステップドリルを使用して、スターティ
ングホールを作ります（図49）。

• 初めて髄腔のリーミングを行う際は、9mmのリーマーから始め、
リーマーが皮質骨に接触するまで徐々に大腿骨髄腔をリーミン
グします（図49）。

• リーマーはそのまま髄腔内に残しておくと、遠位大腿リセク
ション（骨切り）ガイドと大腿骨側の準備に必要なインスツルメ
ントにとって安定した、位置決めするために必要なアンカーの
役割を果たすことになります。

• 最終的なトライアル前のリーミングの深さについて（図50）
– 75mmのNexGenステムエクステンションの場合、最初の刻印線が
正確に90mmの深さに達するまでリーミングします。

– 145mmのNexGenステムエクステンションの場合、2番目の
刻印線が正しい深さに達するまでリーミングします。

– 200mmのNexGenステムエクステンションの場合、3番目の
刻印線が正しい深さに達するまでリーミングします。

– 必要なティビアルトライアルをリーマーの隣に置き、マーキ
ングペンでリーミングの深さに印を付けると目で見て確認し
やすくなります。

90mm
145mm

200mm

NexGen
リーマーの
最初の刻印線

図49

図50

NexGen
リーマーの
2 番目の刻印線

NexGen
リーマーの
3 番目の刻印線

リセクション
（骨切り）ライン

手技のヒント 2.A

直径9mmのリーマーから始め、1mm単位で次第に大きなリーマー
を使用してリーミングします。
注：9mmのリーマーでは実際に直径9mmの穴が得られます。

手技のヒント 2.C

最終リーミングが完了した後、最後に使用したリーマーの直径と
深さを記録しておきます。

手技のヒント 2.B

大腿骨側の準備に際して、最終的なリーマーのサイズは、ステムエク
ステンショントライアルとインプラントの最終径と深さに備えて
使用するリーマーより小さくても構いません。

インスツルメント

8 mm
IMステップドリル

NexGen
リーマー

ティビアル
トライアル

フェモラル
トライアル/

カッティングガイド
左
右

ストレートステム
エクステンション

トライアル
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初回置換術-屈曲位での膝の安定化
SECTION

2

大腿骨遠位部の切除

• ミニハンドルを、適切なLCCK 6°ディスタルフェモラルガイド
の側面にねじ込みます（図51）。

6°の外反角度を確保するために、ミニスタンダードカットブロック
（厚さ約3mm）を適切な6°ディスタルフェモラルガイドに取り付け
ます（図51）。ガイドの「R」または「L」の表示が正しく前方を向いて
いることを確認します。

• ディスタルフェモラルガイドをすべらせるようにしてリーマー
またはステムエクステンショントライアルにかぶせ、ミニハンド
ルをエピコンダイルの位置に合わせます（図52）。

• 3.5mmの六角ドライバーを使用して、必要な角度に回転させた
6°ディスタルフェモラルガイドをリーマーまたはステムエクス
テンショントライアルに締め付けます（図53）。

• 内外反アライメントを確認するため、髄外アライメントアーチ
を6°ディスタルフェモラルガイドに挿入します。カプラー付属
アライメントロッドをアーチに通して挿入し、大腿骨頭に向け
て、インスツルメントのアライメントが正しいことを確認しま
す（図54）。

図52

図54

図53

3mm

図51

初回置換術例

ミニスタンダード
カットブロック

手技のヒント 2.E

安定性を増すには、27mmの六角スクリューピンをディスタルガイ
ドに貫通させることが必要です（図52の矢印参照）。

手技のヒント 2.D

注：再置換術で遠位大腿骨を再カットする
場合、スタンダードリビジョンカット
ブロック（厚さ約12mm）を使用します。

12mm

スタンダードリビジョン
カットブロック

インスツルメント

ミニハンドル LCCK 6°ディスタル
フェモラルガイド

左
右

ミニスタンダード
カットブロック

スタンダード
リビジョン

カットブロック

ティビアル
トライアル

NexGen
リーマー

ストレートステム
エクステンション

トライアル

ステムトライアル
アダプター

3.5mm
六角ドライバー

髄外アライメント
アーチ

カプラー付属
アライメントロッド

MISスクリュー
インサーター/

エクストラクター

六角スクリューピン
27mm
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初回置換術-屈曲位での膝の安定化 2
SECTION

図55

図56

• ミニディスタルフェモラルカッティングガイドを0°ディスタ
ルプレイスメントガイドへ取り付け（図55）、6°ディスタルフェ
モラルガイドへスライドさせて取り付けます。

• カッティングガイド上部の「0」と表示された穴に、2本の33mm

六角スクリューを挿入します（図56の矢印）。切除中に安定性
を増すために、追加の六角スクリューまたはヘッドレスホール
ディングピンを使用してもかまいません。

インスツルメント

ミニディスタル
フェモラル

カッティングガイド

0°ディスタル
プレイスメント

ガイド

LCCK 6°ディスタル
フェモラルガイド

左
右

ミニスタンダード
カットブロック

NexGen
リーマー

ストレートステム
エクステンション

トライアル

ステムトライアル
アダプター

MISスクリュー
インサーター/

エクストラクター

六角スクリューピン
27mm
33mm
48mm

ティビアル
トライアル

手技のヒント 2.F

ほとんどの遠位切除では、インスツルメントを残したままにし
て、より強い固定を確保します。
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インスツルメント

ミニディスタル
フェモラル

カッティングガイド

0°ディスタル
プレイスメント

ガイド

LCCK 6°ディスタル
フェモラルガイド

左
右

ミニスタンダード
カットブロック

NexGen
リーマー

ストレートステム
エクステンション

トライアル

ステムトライアル
アダプター

六角スクリューピン
27mm
33mm
48mm

MISスクリュー
インサーター/

エクストラクター

ティビアル
トライアル

初回置換術-屈曲位での膝の安定化
SECTION

2

• 1.27mmのオシレーティングソーを用い、ミニディスタルフェモ
ラルカッティングガイドのスロットを利用して大腿骨遠位を切
除します（図57）。

• 0°ディスタルプレイスメントガイドのサムスクリューを緩めます。

• 6°ディスタルフェモラルガイドと0°ディスタルプレイスメント
ガイドをリーマーまたはステムエクステンショントライアルか
らはずし、切除を終了します（図57）。

• ミニディスタルフェモラルカッティングガイドをはずし、リー
マーまたはステムエクステンショントライアルはそのまま残し

ておきます。

フェモラルコンポーネントのサイズ決定

1. エピコンダイルの幅
大腿骨エピコンダイルの幅は、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。エピコンダイルの
幅を計測し、右表を参考に適切なサイズを判断します（図58）。
エピコンダイルを測定することで、最大サイズがわかります。

図57

はずす。

幅

エピコンダイルの幅に基づくNexGen

フェモラルコンポーネントのサイズ

エピコンダイルの幅（mm） 女性 男性

75 C ｰ

80 D C

85 E D

90 F E

95 G F

100 ｰ G

図58

手技のヒント 2.G

患者の反対側の術前X線像を評価することで 最終的なサイズ決定が
行いやすくなります。

※サイズGは、オプションです。
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インスツルメント

ミニA/Pサイジング
ガイド

MISスクリュー
インサーター/

エクストラクター

六角スクリューピン
27mm
33mm
48mm

MISロッキング
ブーム

ティビアル
トライアル

初回置換術-屈曲位での膝の安定化 2
SECTION

2. フェモラルサイザー
• 滑らかにカットした大腿骨遠位上にミニA/Pサイジングガイド
を平らに置き、両肢が後方顆部に対して揃うようにします。

• 六角スクリューピンを使用して、ミニA/Pサイジングガイドを 

大腿骨遠位に固定します。

• MISロッキングブームをミニA/Pサイジングガイドに取り付け
ます。適切に位置決め後ブームを固定します（図59）。

• サイジングタワーに刻印されたライン間のガイドから、直接フェ
モラルコンポーネントのサイズを読み取ります（図60）。

図60

図59

手技のヒント 2.K

ミニA/Pサイジングガイドには8つのサイズが刻印されていますが、
LCCKシステムで使用するサイズはC～ Gの5つのみです。

手技のヒント 2.H

ミニA/Pサイジングガイドの両方の窓から位置を確認し、どち
らの窓からも髄腔が見えないことを確認します。

手技のヒント 2.I

スクリューを締め付けすぎないように注意します。スク
リューを締めすぎると、ミニA/Pサイジングガイドの前方部分が
大腿骨遠位に干渉しスライドすることができなくなります。

手技のヒント 2.J

インジケーターが2つのサイズの間にある場合、一般的には小さい
方のサイズを選択すると屈曲位で靱帯が過度にきつくなるようなこ
とがありません。
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インスツルメント

NexGen
リーマー

ストレートステム
エクステンション

トライアル

ステムトライアル
アダプター

ティビアル
トライアル

LCCK 4-in-1
9～10mm

ブッシング

LCCK 4-in-1
フェモラルカット

ブロック

ディスタルフェモラル
オーギュメント

トライアル

初回置換術-屈曲位での膝の安定化
SECTION

2

4-in-1インスツルメントを使用した
フェモラルローテーションと位置の確認

• 抜去してあった場合、適切なリーマーまたはステムエクステンショ
ントライアルをリーミングした髄腔に再挿入します （図61）。

• 4-in-1の9～10mmのブッシングを適切なサイズの4-in-1フェモ
ラルカットブロックに挿入します。

•「Right」または「Left」のいずれか適切な方の表示が、正しく前方を
向いていることを確認します。また、表示されている軸を使用し
てブッシングの位置を合わせて、髄腔に対する向きが正しいこと
を確認します。

• LCCK 4-in-1の9～10mmブッシング/4-in-1フェモラルカットブ
ロックをスライドさせてリーマーまたはステムエクステンショ
ントライアルに取り付けます （図62）。4-in-1フェモラルカットブ
ロックは大腿骨遠位と同一平面上になるようにします。

図61

図62

手技のヒント 3.A

リーマーまたはステムトライアルアダプターは、シャフト部のみ
大腿骨遠位から突出させてください。

手技のヒント 3.B

顆部上の骨欠損または不全のために、LCCK 4-in-1フェモラルカッ
トブロックが大腿骨遠位骨切り面に収まらない場合、ディスタル
フェモラルオーギュメントトライアル（5mm、10mm、15mmまた
は20mm）の追加を検討します。
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インスツルメント

NexGen
リーマー

ストレートステム
エクステンション

トライアル

ステムトライアル
アダプター

LCCK 4-in-1
フェモラルカット

ブロック

LCCK 4-in-1
9～10mm

ブッシング

ティビアル
トライアル

ローテーショナル
アライメントガイド

3.5mm
六角ドライバー

MISスクリュー
インサーター/

エクストラクター

六角スクリューピン
27mm
33mm
48mm

初回置換術-屈曲位での膝の安定化 2
SECTION

図63

図64

図65

• リビジョンローテーショナルアライメントガイドのタブを後方
のカットスロットに挿入して、エピコンダイルと合わせることに
より、4-in-1フェモラルカットブロックのアライメントを確認し
ます （図63）。

• 3.5mmの六角ドライバーを使用して、4-in-1の9～10mmブッシ
ングをリーマーまたはステムエクステンショントライアルに締
め付けます（図64）。

• 2本の六角スクリューピンを使用して、4-in-1フェモラルカット
ブロックを大腿骨遠位に固定します（図65）。

• 9～10mmブッシングで、4-in-1フェモラルカットブロックがフェ
モラルコンポーネントの最適な位置より手前になってしまう場
合、オフセットステムエクステンションの使用が必要になりま
す。次ページの「大腿骨側のステムエクステンションの作成（オフ
セットステム）」に進んで、最適な被覆が得られるステムアライメ
ントを決めてください。

手技のヒント 3.C

15mmのディスタルフェモラルオーギュメントトライアル使用時
は、4-in-1フェモラルカットブロックが干渉するためスクリュー
は使用できません。
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初回置換術-屈曲位での膝の安定化
SECTION

2

大腿骨側のステムエクステンションの作成
（オフセットステム）

• フェモラルオフセットブッシングをLCCKストレート /オフセッ
トブッシングアダプターへ挿入します。

• 使用していた場合、ヘッドレスホールディングピンを抜去します。
• ストレート /オフセットブッシングアダプターとフェモラルオ
フセットブッシングを、適切なサイズの4-in-1フェモラルカッ
トブロックへ挿入します。

• 「Right」または「Left」のいずれか適切な方の表示が、正しく前方
を向いていることを確認します。また、表示されている軸を使
用してブッシングの位置を合わせて、髄腔に対する向きが正し
いことを確認します。

• ストレート /オフセットブッシングアダプター /4-in-1フェモラ
ルカットブロックをスライドさせ、リーマーまたはステムエク
ステンショントライアルに取り付けます。

• ストレート /オフセットブッシングアダプター内で、フェモラル
オフセットブッシングを回転させ最適な位置を決めます（図66）。

• リビジョンローテーショナルアライメントガイドを後方のカッ
トスロットに挿入してエピコンダイルと位置を合わせて、4-in-1

フェモラルカットブロックの調整を確認します。
• 3.5mmの六角ドライバーを使用して、ストレート /オフセット
ブッシングアダプターをフェモラルオフセットブッシングへ締め
付けます（図67）。これにより、正しい表示が維持されます。

図66

図67

図68

手技のヒント 3.D

フェモラルオフセットブッシングについての表示は、ストレート/ 

オフセットブッシングアダプターの後面に刻印されているライ
ンから読み取ります（図68の矢印参照）。この表示に基づいて、 
トライアルとインプラントのオフセットステムの回転を設定
します。

インスツルメント

フェモラルオフセット
ブッシング

ストレート/
オフセット

ブッシングアダプター

LCCK 4-in-1
フェモラルカット

ブロック

NexGen
リーマー

ストレートステム
エクステンション

トライアル

ステムトライアル
アダプター

ティビアル
トライアル

ローテーショナル
アライメントガイド

3.5mm
六角ドライバー
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インスツルメント

ディスタルフェモラル
オーギュメント

トライアル

LCCK 4-in-1
フェモラル

カットブロック

ティビアル
トライアル

ストレート/
オフセット

ブッシングアダプター

フェモラルオフセット
ブッシング

MISスクリュー
インサーター/

エクストラクター

六角スクリューピン
27mm
33mm
48mm

リセクション
（骨切り） ガイド

ミニハンドル LCCKアンテリア
カットガイド

初回置換術-屈曲位での膝の安定化 2
SECTION

• 2本の六角スクリューピンを使用して、4-in-1フェモラルカット
ブロックを大腿骨遠位へ固定します（図69）。

アンテリアカット

• 4-in-1 9～10mmブッシングまたはストレート/オフセットブッシン
グアダプターと、フェモラルオフセットブッシングをはずします。

• リーマーまたはステムエクステンショントライアルをはずしま
す。

• 4-in-1フェモラルカットブロックの上部にリセクション（骨切り） 
ガイドを載せ、前方皮質の内外側の切除によってノッチが生じな
いことを確認します（図70）。

• ミニハンドルをLCCKアンテリアカットガイドに取り付けます 

（図71）。

• 4-in-1フェモラルカットブロックのキー溝にアンテリアカットガ
イドを設置します（図71）。

1.27mmのオシレーティングソーを用いて、前方顆部を整えます （図
71）。

図69

図70

図71

手技のヒント 3.E

すべてのディスタルフェモラルオーギュメントを必要としない初回
置換術の場合は、内部のスクリューホールを使用します。外部
のスクリューホールは、5mmまたは10mmのディスタルフェモラル
オーギュメントトライアルと共に使用します（図69）。

手技のヒント 3.F

切除中、アンテリアカットガイドと4-in-1フェモラルカットブロック
のミニハンドルを保持していると安定性が増します。
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インスツルメント

LCCKアンテリア
カットガイド

LCCKノッチカット
ガイド

LCCK 4-in-1
フェモラル
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ティビアル
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六角スクリューピン
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48mm

初回置換術-屈曲位での膝の安定化
SECTION

2

ポステリアカット

• アンテリアカットガイドをはずします。

• 適切なサイズのLCCKノッチカットガイドを、4-in-1フェモラル
カットブロックに完全に収まるまで挿入します。

• 2本の33mm六角スクリューピンを使用して固定します（図72）。

• オシレーティングソーを使用して後方顆部を整えます（図73）。

シャンファーカット

• レシプロケーティングソーまたはオシレーティングソーを使
用して、前方シャンファーと後方シャンファーをカットします
（図75）。

図72

図73

図74

図75

手技のヒント 3.J

LCCKノッチカットガイドの最初の2組の穴にスクリューを入れて
あった場合、前方シャンファーカットを行う前にスクリューを
はずす必要があります（図74）。

手技のヒント 3.I

サイズがCとDでは、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ゾーン
の刃がインピンジしますので注意します（図73の矢印参照）。

手技のヒント 3.H

4-in-1フェモラルカットブロックでオーギュメンテーションを
使用しない場合には、ノッチカットガイドの最初の組み合わせの
穴は使用しません（図72の矢印参照）。

手技のヒント 3.G

LCCKノッチカットガイド /4- in-1フェモラルカットブロック
のA/P位置は髄腔の向きで決まります。したがって、ガイドの
前方フランジは、大腿骨前方の骨切り面とは同一平面上になる
ようにデザインされていません。
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インスツルメント

LCCK 4-in-1
フェモラル

カットブロック

LCCKノッチカット
ガイド

六角スクリューピン
27mm
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ドリルブッシング

18mm
フェモラル

ステムドリル

ディスタルフェモラル
オーギュメント

トライアル

3.5mm
六角ドライバー

初回置換術-屈曲位での膝の安定化 2
SECTION

LCCKボックスのカット

• レシプロケーティングソーを使用して、LCCKボックスの側面と
ベースをカットします（図76）。

フェモラルステムベースのドリリング

深さ18mmまで髄腔のリーミングを行ってない場合、LCCK 18mm

フェモラルドリルブッシングを使用して、LCCKフェモラルコン
ポーネントのラインまでドリリングを行います。

• MISスレッドハンドルを18 mmフェモラルドリルブッシングに
取り付けます（図77）。

• 「Right」または「Left」のいずれか適切な方の表示が正しく前方を
向いていることを確認します。また、表示されている軸を使用
してブッシングの位置を合わせて、髄腔に対する向きが正しい
ことを確認します。

• LCCK 18mmフェモラルドリルブッシングを4-in-1フェモラル
カットブロックに挿入します。

• LCCKフェモラルコンポーネントに指示された2番目のラインま
で髄腔のドリリングを行います。LCCKコンポーネントに関す
る深さは、ドリルビットに指示されています（図77）。

図78

図77

図76

手技のヒント 3.K

いずれのインスツルメントからもフェモラルオーギュメントト
ライアルをはずす際は、3.5 mmの六角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78）。
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インスツルメント

モジュラーボックス
トライアル

フェモラルトライアル
/カッティングガイド

左
右
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トライアル

ディスタルフェモラル
オーギュメント

トライアル

フェモラル
オーギュメント

トライアルスクリュー

3.5 mm
六角ドライバー

アンテリアフェモラル
オーギュメント

トライアル

ストレートステム
エクステンション

トライアル

オフセットステム
エクステンション

トライアル

オフセットステム
ロックナット

オフセット
ステムレンチ

初回置換術-屈曲位での膝の安定化
SECTION

2

仮整復

• 適切なサイズのモジュラー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79）。

• まず適当なポステリアフェモラルオーギュメントトライアルを
取り付け、次にディスタルフェモラルオーギュメントトライア
ルを取り付けます（図79）。

• ディスタルフェモラルオーギュメンテーションが不要な場合に
は、フェモラルオーギュメントトライアルスクリューを使用し
てトライアルボックスを固定します（図79）。

必要な場合、適切なアンテリアフェモラルオーギュメントトライア
ルを使用します。
• 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ます（図80）。

• フェモラルトライアル /カッティングガイドを挿入して、正し
く設置されていることを確認します。

図79

図80

図81

手技のヒント 3.L

モジュラー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、トライアルボックスは、フェモラル
インプラントには取り付けられません。

手技のヒント 3.M

オフセットステムエクステンションが必要な場合、オ
フセットロックナットを、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んだ上で、
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。
フェモラルオフセットブッシングで確認しておいた位置までオフ
セットステムエクステンショントライアルを回転させてから（28

ページの図68）、ロックナットをねじ戻して最初のねじにかみ合
わせます。ステムベースの後方マーキングと正しく合わせ、オフ
セットステムレンチを使用してロックナットをトライアルステム
に締め付けます（図81）。
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インスツルメント

フェモラル
トライアル/

カッティングガイド
左
右

LPS
サーフェイス

トライアル

LCCK
サーフェイス

トライアル

ティビアル
トライアル

ストレートステム
エクステンション

トライアル

サーフェイス
トライアル

ロッキングスクリュー

3.5mm
六角ドライバー

ディスタルフェモラル
オーギュメント

トライアル

初回置換術-屈曲位での膝の安定化 2
SECTION

屈曲ギャップと安定性の確認

• 必要な場合、選択したティビアルオーギュメントトライアルと、

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

形状のティビアルトライアルを挿入します。

• ティビアルトライアルおよびフェモラルトライアルに表示され

ている色のLPSサーフェイストライアルの中で、最も薄いもの

から挿入します。

LCCKフェモラルコンポーネントを設置する場合は、LPSサーフェ

イストライアルを挿入します。より強い拘束が必要な場合、LPSト

ライアルをはずし、LCCKサーフェイストライアルを挿入します。

LPSまたはLCCKサーフェイストライアルの場合、必要に応じて

ロッキングスクリューをサーフェイスに通してから3.5 mm六角ド

ライバーで締めます（図82）。

• 屈曲位での安定性を評価します（図83）。

図82

図83
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初回置換術-屈曲位での膝の安定化
SECTION

2

• 一番薄いサーフェイスでも挿入できない場合は、以下の方法を
試してみます。
– 小さいサイズのフェモラルコンポーネントを選択する。
– 脛骨プラトー /ジョイントラインを下げる。

• 一番薄いサーフェイスでは屈曲位において膝関節が緩い場合、
良好な安定性が得られるまで、順次サーフェイストライアルを
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緩い場合
には、以下の方法を試してみます。
– 5mmまたは10mmのブロックをティビアルトライアルの内・
外両側に足して、脛骨のオーギュメンテーションを行う。

– 次に大きなフェモラルトライアル /カッティングガイドを選
択する。

• LCCKシステムのインプラントの互換性に関しては、下表を参
照して下さい。

NexGen Complete Knee Solutionの
コンポーネントマッチングフローチャート

開始

3 つのラベルがすべて、同じタイプの膝
であることを確認する（例：3 つのコン
ポーネントがすべて LPS である）。

膝のタイプを混在させない（例：CR コ
ンポーネントと LPS が混在しない）。

カラーコードを無視する。

フェモラルコンポーネントの文字とティ
ビアルコンポーネントの番号をサーフェ
イスのラベルと一致させる。

3 つの
ラベルは

すべてカラー
コードが記載

してあるか
？

いいえ

はい

はい

終了

カラーコードと文字の両
方をフェモラルコンポー
ネントに一致させる。

カラーコードのみ
を一致させる。

サー
フェイスの

カラーコードに
文字が記載して

あるか？

7-8

C D E F G

NexGen LCCK互換表

5-6

3-4,4+

1-2 CD/1-2
STRIPED PURPLE

CD/1-2
STRIPED PURPLE

CD/3-4
SOLID YELLOW

CD/3-4
SOLID YELLOW

EF/3-4
STRIPED YELLOW

EF/3-4
STRIPED YELLOW

G/7-10
SOLID BLUE

EF/7-10
STRIPED BLUE

EF/7-10
STRIPED BLUE

EF/5-6
SOLID GREEN

EF/5-6
SOLID GREEN

CD/5-6
STRIPED GREEN

CD/5-6
STRIPED GREEN

フェモラルコンポーネントのサイズ

テ
ィ
ビ
ア
ル
プ
レ
ー
ト
の
サ
イ
ズ
パテラ

コンポーネントの
サイズ

すべてのLCCKフェモラルコンポーネントには
標準サイズのパテラを使用すること。

26mm（インセッティング専用）† 32mm† 38mm
29mm† 35mm 41mm

† Gフェモラルコンポーネントの場合、必ず、26mm、29mmおよび32mmのパテラコンポーネントを使用してください。

（オプション）

† Gフェモラルコンポーネントの場合、26mm、29mmおよび 32mmのパテラコンポーネントを使用する際は、インセッティング手技に準じて下さい。
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インスツルメント

フェモラルトライアル/
カッティングガイド

左
右

ストレートステム
エクステンション

トライアル

LPS
サーフェイス

トライアル

ティビアル
トライアル

ディスタルフェモラル
オーギュメント

トライアル

ポステリアフェモラル
オーギュメント

トライアル

初回手術-伸展位での膝の安定化 3
SECTION

伸展位での膝の安定化
伸展ギャップと安定性の確認

• 屈曲位で適切な安定性が得られた後、最終的なLPSサーフェイ
ストライアルはそのままの状態で、膝を完全伸展位にします。
対称で均衡の取れた伸展ギャップを設定してください。

• 膝関節再置換術の伸展位では、完全伸展、必要な外反アライメ
ントおよび適切な内反 /外反の安定性を評価します（図84）。

完全伸展 6°外反で安定

図84

図85

手技のヒント 3.N

ディスタルフェモラルオーギュメントトライアルは、伸展位
での安定性を強化するためのスペーサーとしても使用できます
（図85）。

• ギャップの量が最大のオーギュメントである15mmを超える場
合には、ひとサイズ小さなフェモラルトライアルを選択してみ
ます。こうすることで、より厚いサーフェイスを使うことがで
きるようになり、屈曲ギャップの再評価が必要になります。

軟部組織のバランス
• 骨欠損とコンポーネントの沈み込みが主な原因で大きな変形が
生じている場合を除き、従来の軟部組織のリリースが必要にな
ります。

• 膝を伸展位にして、初回置換術と同様、必要な靱帯のリリース
を行い、適切なテンションが得られるようにします。
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初回手術-伸展位での膝の安定化
SECTION

3

屈曲 /伸展ギャップのバランス
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、脛骨の補正は屈曲と伸展の両方に
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。右のマトリックス（図86）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。

伸　展

屈

曲

きつい 適度 緩い

きつい 1 2 3

適度 4 5 6

緩い 7 8 9

図86

1. 2つのオプションが存在
• 厚さの薄いサーフェイスを使用する。
• 脛骨の骨切りを追加する。

2. 3つのオプションが存在
• オフセットステムエクステンションを使用して、フェモラルコ
ンポーネントを前方へ移動する。

• サイズの小さいフェモラルコンポーネントを使用する。
• ディスタルフェモラルオーギュメントを使用して、フェモラル
コンポーネントを遠位へ移動し、厚さの薄いサーフェイスを使
用する。

3. 3つのオプションが存在
• ディスタルフェモラルオーギュメントを使用して、ジョイント
ラインを下げて、厚さの薄いサーフェイスの使用を可能にする。

• 厚いサーフェイスを使用し、サイズの小さいフェモラルコン
ポーネントを使用する。

• オフセットステムエクステンションを使用して、フェモラルコ
ンポーネントを前方へ移動し、厚いサーフェイスを使用する。

4. 2つのオプションが存在
• 大腿骨から後方関節包を解離する。
• 大腿骨遠位をさらに切除し、フェモラルコンポーネントを近位
へ移動する。

5. 追加の修正は不要

6. 2つのオプションが存在
• 同じサーフェイスを用いてディスタルフェモラルオーギュメン
トを使用することでジョイントラインを下げ、伸展ギャップを
きつくする。

• 小さいサイズのフェモラルコンポーネントを選択し、厚いサー
フェイスを使用することで、ジョイントラインが上がる可能性
がある。

7. 3つのオプションが存在
• 大腿骨遠位をさらに切除し、サイズの大きいフェモラルコン
ポーネントをポステリアフェモラルオーギュメントとともに使
用する。

• 大腿骨をさらに切除し、フェモラルコンポーネントの位置をよ
り近位にしてから厚いサーフェイスを使用する。

• 大腿骨遠位をさらに切除し、オフセットステムエクステンショ
ンを使用して、フェモラルコンポーネントを後方へ移動する。
ポステリアフェモラルオーギュメントを使用する。

8. 4つのオプションが存在
• サイズの大きいフェモラルコンポーネントをポステリアフェモ
ラルオーギュメントとともに使用することで、ギャップが等し
くなる可能性がある。

• 大腿骨遠位をさらに切除し、フェモラルコンポーネントの位置
をより近位にしてから厚いサーフェイスを使用する。

• オフセットステムエクステンションを使用して、フェモラル
コンポーネントを後方へ移動する。ポステリアフェモラルオー
ギュメントを使用する。

• 程度が軽く、特に拘束度の高いサーフェイスを用いている場合
に限り、現在のバランス状況を受け入れる。

9. 厚いサーフェイスを使用する。
軟部組織の均衡化に際しては、必ず、膝蓋骨とジョイントラインの
位置を考慮してください。

手技のヒント 3.O

仮整復は、これらの解決策のいずれかを実施してから行います。
これにより、解決策の確認や新たな問題および当初の問題が形を
変えて起こる可能性の特定をします。
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初回手術-伸展位での膝の安定化 3
SECTION

インスツルメント

パテラドリル
ガイド

パテラ/
フェモラル

ドリルビット

膝蓋骨の準備

すべての症例でパテラコンポーネントを置換するかどうか決定しま
す。NexGenシステムから適切に固定されているコンポーネントは
そのまま残しておきます。コンポーネントが緩んでいる、または適
合しなくなっている場合は、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。NexGenパテ
ラコンポーネントは、ペグで固定するため最低でも11mmの残存骨
が必要となります（図87）。

• 初回手術のパテラコンポーネントをNexGenパテラコンポーネ
ントと交換する場合、適切なパテラドリルガイドを膝蓋骨に設
置してパテラコンポーネント用のペグホールを作成します。必
要に応じてガイドを回転させて固定に最適な位置を見つけます。

• 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
ドリルビットを使用してペグホールを3つ作成します。

図87
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初回手術-伸展位での膝の安定化
SECTION

3

インスツルメント

パテラ
トライアル

フェモラルトライアル/
カッティングガイド

左
右

LCCK
サーフェイス

トライアル

ティビアル
トライアル

膝蓋骨トラッキング
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評価します。

膝蓋骨がパテラグルーブの中央に位置していることを確認します。
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。整
復した膝蓋骨の固定にさらに力が必要な場合や、膝蓋骨が亜脱臼も
しくは外側に傾斜しやすい場合は、外側支帯解離術を行います。そ
の際、皮膚を傷つけないようにして下さい。良好な膝蓋骨トラッキ
ングが得られるまで解離を拡張します。外側支帯解離術で膝蓋骨の
トラッキングが矯正できない場合、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の回旋を再評価します。脛骨結節の方向
も点検します。

• パテラトライアルを挿入します。すべてのトライアルを残した
まま、可動域 (ROM) と関節安定性を点検します（図90）。

• 必要であれば軟部組織のリリースを行います。

すべてのトライアルをはずします。

図90
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コンポーネントの設置 4
SECTION

インスツルメント

オーギュメント
クランプ

オーギュメント
ホールディング
クランプヘッド

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、
ティビアルプレート、サーフェイスが適合するかどうかを確認しま
す。各々の面にはカラーコードがついており、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。

手技のヒント 4.A

ティビアルコンポーネントを先に設置しておくと、フェモラルコン
ポーネントをインプランテーションできますが、フェモラルコンポー
ネントを先に設置してしまうとティビアルコンポーネントのインプ
ランテーションが困難になります。

ティビアルコンポーネントの前処理

ティビアルオーギュメントは、スクリューまたは骨セメントでティ
ビアルプレートに固定するよう設計されています。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、オーギュメントと同
梱されています。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を使用
してオーギュメントを保持します。すべてのオーギュメントは、強
固な固定性を得るためPMMAプレコートが施されています。

ティビアルプレートにサーフェイスを挿入する方法は2つありま

す。

• 推奨している方法は、サーフェイス、ティビアルプレート、ス
テムエクステンションを器械台で組み合わせて締め付ける方法
です。

• もう一つの方法は、ティビアルプレートがセメント固定された
後、術中にサーフェイスを挿入する方法です。
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コンポーネントの設置
SECTION

4

インスツルメント

ハンマー

手技1 - 器械台上で操作を行う方法（推奨）

• ステムエクステンションインプラントからロッキングスク
リューをはずして廃棄します。この方法では、LCCKサーフェ
イスインプラントと同梱されているロッキングスクリューを使
用します。

• ティビアルプレートインプラントのベースにステムエクステン
ションインプラントを挿入します。

オフセットステムエクステンションを使用する場合には、先に確認
したステムの位置を参考に、そのステムの位置番号と、ティビアル
コンポーネント前方遠位に刻まれた線を揃えます（図91）。

• ティビアルコンポーネントを布でくるみ、器械台にのせます。

器械台の堅い上面を利用してテーパー部を強く打ち、この衝撃が
テーパー接続部に伝わって完全に取り付けられるようにします。

注意：ステムを2回以上たたくと、テーパー接続部が緩む可能性が
あります。

• 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。2ポンドのハンマーであれば、
適切な大きさの衝撃力を確実にテーパー接続部に伝えます。

• 徒手的にLCCKサーフェイスを後下方に押し付けながら、イン
プラントトレイに取り付けます（図91）。

図91
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コンポーネントの設置 4
SECTION

インスツルメント

4.5mm
六角ドライバー

ビット

ティビアル
プレートレンチ

ステム
プロテクター

スリーブ

ディフレクション
ビームトルクレンチ

手技のヒント 4.B

サーフェイスは、スクリューを挿入する前に完全にティビアルト
レイに取り付けておきます。スクリューで、サーフェイスをティビア
ルプレートに挿入することはできません。

• LCCKサーフェイスと同梱のロッキングスクリューを挿入し、
4.5mm六角ドライバービットを使用して手で締めていきます
（図92）。

• 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。

• 使用するインプラントと径が一致するステムエクステンション
のLCCKティビアル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通し、
レンチの穴へ挿入します。

注意：スクリューの締め方が弱すぎると緩んでくる可能性があり、
強すぎるとスクリューが術中に破損する危険があります。

• トルクレンチを4.5mmの六角ドライバービットに取り付けます
（図93）。

• トルクレンチに95インチ・ポンドのトルクをかけて、スク
リューを適切に締めます（図93）。

• セメント固定を適用する場合、セメントの層は、必ず、ティビ
アルプレートの下側、キールの周囲、脛骨切除面、および脛骨
髄腔内に設定してください（図94）。

• ティビアルプレートとステムエクステンションを設置します。

• インプラント /骨接合部から余分なセメントを取り除きます。

図94

図93

図92
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コンポーネントの設置
SECTION

4

インスツルメント

ハンマー 3.5 mm
六角ドライバー

4.5 mm
六角ドライバー

ビット

ティビアル
プレートレンチ

手技2 - 術中操作を行う方法

注意：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インプラント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インプラントをティビアルプレートイ
ンプラントへ挿入します。オフセットステムエクステンション
を使用する場合、先に調べたステムの位置を参考に、そのステ
ムの位置番号とティビアルコンポーネント前方遠位に刻まれた
線を揃えます。

• ティビアルコンポーネントを布にくるみ、器械台に置いておき
ます。器械台の堅い上面を利用してテーパー部を強く打ち、こ
の衝撃がテーパー接続部に伝わって完全に取り付けられるよう
にします。

注意：ステムを2回以上たたくと、テーパー接続部が緩む可能性が
あります。

• 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。2ポンドのハンマーであれば、
適切な大きさの衝撃力を確実にテーパー接続部に伝えます。

• ステムエクステンションと同梱のロッキングスクリューを挿入
し、3.5mm六角ドライバーを使用して手で締めていきます。こ
のスクリューは一時的に使用するもので、LCCKサーフェイス
インプラントを挿入する段階で取り替えます。

• セメント固定を適用する場合、セメントの層は、必ず、ティビ
アルプレートの下側、キールの周囲、脛骨切除面、および脛骨
髄腔内に設定してください（41ページの図91）。

• ティビアルプレートとステムエクステンションを設置します。

• インプラント /骨接合部から余分なセメントを取り除きます。

• ステムエクステンションから仮止めロッキングスクリューを抜
去します。

• 徒手的に後下方へ力を加えながら、LCCK関節面をインプラン
トトレイに組み合わせます。

• LCCK関節面と同梱のロッキングスクリューを挿入し、4.5mm

の六角ドライバービットを使用して手で締めます。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。

• 使用する予定のインプラントと一致するサイズのLCCKティビ
アルプレートレンチを選びます。

• レンチの先端をティビアルプレートの上に置きます。
このときティビアル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。

手技のヒント 4.C

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
から下肢を降ろし、自由に動かせるようにしておきます。
こうすることで、ティビアルプレートレンチが適切に使用でき、
骨 /セメント /インプラント接合部に無理な負荷が加わらない
ようにできます。
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コンポーネントの設置 4
SECTION

インスツルメント

4.5mm
六角ドライバー

ビット

ティビアル
プレートレンチ

ディフレクション
ビームトルクレンチ

注意：スクリューの締め方が弱すぎると緩んでくる可能性があり、
強すぎるとスクリューが術中に破損する危険があります。

• トルクレンチを4.5 mmの六角ドライバービットに取り付けます 

(図95)。

• トルクレンチに95インチ・ポンドのトルクをかけて、スク
リューを適切に締めます (図95)。

フェモラルコンポーネントの前処理

ステムエクステンションは必ずLCCKフェモラルコンポーネントと
組み合わせて使用する必要があります。

ステムエクステンション
フェモラルインプラントとステムエクステンションインプラントの
間のロッキング機構は、テーパーロックとセットスクリュー 2本の
組み合わせです。

• ステムエクステンションからステムエクステンション用ロッキ
ングスクリューをはずして廃棄します。ステムエクステンショ
ン用スクリューはフェモラルコンポーネントには使用しません。

• 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
移動したりフェモラルステムベースのテーパー部内に脱落して
いないことを確認します。

• フェモラルコンポーネントのベースにステムエクステンション
を挿入します。

図95
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コンポーネントの設置
SECTION

4

インスツルメント

ハンマー 大腿骨
セットスクリュー用

六角ドライバー

• 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、そのステムの位置番号と、ポ
ステリアステムベースハウジングに刻まれた線を揃えます （図
96）。

• ステムエクステンションは、フェモラルコンポーネントのベー
スに「すべり嵌め」します。切り換えがある場合は、セットスク
リューの1本または両方を1回転半戻します。

• 「すべり嵌め」を行ったら、フェモラルコンポーネントを布にく
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。

注意：ステムを2回以上たたくと、テーパー接続部が緩む可能性が
あります。

注意：大腿骨セットスクリュー用六角ドライバーは、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。ド
ライバーは手で回してください。

• テーパーロックで固定した後、フェモラルコンポーネントの
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
トスクリュー用六角ドライバーを使用して、中程度の力で2本
のセットスクリューをそれぞれしっかりと締めます（図96）。

刻印線

図96
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コンポーネントの設置 4
SECTION

インスツルメント

フェモラル
オーギュメント

スタータードライバー

3.5mm
六角ドライバー

オーギュメントの取り付け

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。
最初にディスタルフェモラルオーギュメント、次にポステリアフェ
モラルオーギュメント、最後にアンテリアフェモラルオーギュメン
トを設置します。

フェモラルインプラントとフェモラルオーギュメントインプラン
トの間のロッキング機構は、1本の固定スクリューです（セメント
専用のアンテリアオーギュメントは除く）。固定スクリューはオー
ギュメントに同梱されています。

オーギュメントスタータードライバーを使用すると、オーギュメン
トを通してフェモラルコンポーネントへスクリューを挿入しやすく
なります（図97）。アタッチメントスクリューの最終的な締め付け
は3.5mmの六角ドライバーを使用して行います。

手技のヒント 4.D

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。

図97
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SECTION

4

インスツルメント

オーギュメント
クランプ

オーギュメント
ホールディング
クランプヘッド

オーギュメントはセメントで固定することも可能で、強固な固定性
を得るため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、各オーギュ
メントの側面周囲、フェモラルコンポーネントのレールに注入
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
メントホールディングクランプヘッドとオーギュメントアセン
ブリクランプを使用します。

• フェモラルコンポーネントとステムエクステンションを設置し
ます。フェモラルコンポーネントの後方顆部にセメントを注入
することができます。空隙が大きいため、初回置換術の場合の
コンポーネントの固定より多くのセメントが必要になります。
セメントは、髄腔に入らないようにフェモラルコンポーネント
の顆間ハウジングとステムベースの周囲に注入します。

ステムエクステンションを全面的にセメントで固定することも可能
ですが、後でセメントを除去しにくくなるという問題があります。
また、ステムの長さ、直径、オフセットの形状寸法を幅広く選択し
て堅固なプレスフィットを行うためには、全面的なセメント固定は
避けるようにします。

骨が脆弱あるいは大きな骨欠損のあるまれな症例では、全面的なセ
メント固定を使用することができます。このような場合では、パル
ス洗浄、パッケージング、加圧など、股関節置換術で使用する方法
により、髄腔を注意深く前処理する必要があります。この場合、直
径が小さく、長さが標準のステムを使用します。
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