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概要
SECTION

1

1. 概要

1.1　製品の機能
iASSIST™ Knee Systemは、人工膝関節置換術のコンピューター支

援手術器械システムです。このシステムは手術器械と位置センサー

で構成されており、解剖学的ランドマークから機能軸を決定し、イ

ンプラントを術前計画に従い設置するように誘導します。

1.2　トレーニング
本システム使用前に術者は、ジンマー バイオメット社から提供さ

れるトレーニングを受けてください。

1.3　使用インプラントについて
本システムを用いて挿入する人工関節は、必ず使用する人工関節の

添付文書の表示に従って使用してください。

手技は、各インプラントの手術手技書に従って実施してください。

1.4　禁忌
1.4.1　臨床的な理由による禁忌

以下に該当する場合は、本システムを使用しないでください。

a. 股関節の可動域が重度に制限されている症例

（例：関節固定術、重度の拘縮、慢性化した重度の脱臼）

b. 股関節または膝関節に著しい骨欠損がある症例

（例：欠損を伴う大腿骨頭の無腐性骨壊死、大腿骨頭または

　　  寛骨臼の重度の形成異常、大腿骨顆部の重度の欠損）

c. 大腿骨前方を遠位端よりも先に切除する手術手技

d. Quad-Sparing™による手術手技

e. 各インプラントが定める禁忌症例

1.4.2　一般的な禁忌

以下に該当する場合は、本システムを使用しないでください。

a. 可動式のオペ室、オペ台等の上で使用する場合

b. 本文書で規定する手術手技以外を用いる手術

警告

本システムは、必ずジンマー バイオメット社が提供する手術器械
とともに使用してください。
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術前のガイド
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2. 術前のガイド

2.1　システムコントローラーコンピューターの
セットアップ

1. 手術器械および手術台からの距離が4 m以内の清潔野外にある

平坦な場所でシステムコントローラーキャリングケースを開き、

そこに配置します。

2. システムコントローラーコンピューターの角度が適切になるよ

うに、ケース内部の下敷きを所定の位置に固定します。

3. 傾斜させた下敷きの上にシステムコントローラーコンピュー

ターを配置します。

4. コンピューター右下の差し込み口に電源コードを接続し、電源

プラグを交流コンセントに差し込みます。

5. システムコントローラーコンピューターの左上隅にある電源ボ

タン（赤いボタン）を押し、コンピューターを起動します。

6. コンピューターが立ち上がると、ホーム画面が表示されます。

警告

手術は15～30℃の手術室で行う必要があります。iASSISTのポッ
ドは、手術で使用する前に必ずこの温度に維持しておいてくださ
い。ポッドが適温外の場合は、適温でないことが表示され、適温に達
するまで使用できなくなります。

必ず1つの手術手技につき1つのiASSISTポッドキットを使用して
ください。別の手術手技を開始する場合は、使用中のアプリケー
ションを終了させ、新しいポッドキットを用いて再起動する必要が
あります。両側の膝関節手術は1つの手技とみなされます。

運搬時には、システムコントローラーコンピューターをシステムコ
ントローラーキャリングケースに収納してください。

警告

システムコントローラーコンピューターについては、
a.清潔野内での使用は想定されていません。
b.手術中は常に交流電源に接続してください。

オーバーヒートを起こす可能性がありますので、システムコント
ローラーコンピューターは滅菌しないでください。

警告

ポッドとの間で十分な無線通信を維持するには、使用中にキャリン
グケース内のシステムコントローラーコンピューターを傾斜した
状態に保つことが重要です。

図2.2 システムコントローラーコンピューターのセットアップ

図2.1 手術室内での準備

ポッドと手術
器械キット
（滅菌済み）

システム
コントローラー

清潔野外

清潔野
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2.2　プログラムスタート

1. システムコントローラーコンピューター右側にあるオレンジ色

のバーコードスキャナーボタンを押し続けます。

2. iASSIST Kneeポッドキットの箱に貼られている二次元バーコー

ドをスキャンします。

3. 二次元バーコードがスキャンされると確認音が鳴り、プログラ

ムがスタートします。

注：二次元バーコードが読み取れない場合は、コンピューター画面

の左下隅にある「Enter Barcode（バーコードを入力する）」ボ

タンをクリックし、バーコードを手入力します。

4. 左右選択画面が表示されます。左足の手術の場合は“L”のアイコ

ンを、右足の場合は“R”のアイコンをクリックします。

注：左右選択を誤った場合でも、ポッドがネットワークに入った後

に左右を変更することができます。

2.3   設定、スナップショット、
　　チュートリアルおよびポッドステータスバー

2.3.1　設定ボタン

システムコントローラーコンピューターの画面最下部にある

「Setting（設定）」ボタンをクリックすると、「Tibia Slope Target（脛

骨傾斜角の目標値）」と「Femur Flexion Target（大腿骨屈曲角の目標

値）」に切除目標値を入力することができます。これらの設定は、手

術前または手術中に変更することができます。設定内容はシステム

内に保存され、以降の手術手技にも適用されます。

術前のガイド
SECTION

2

警告

バーコードがスキャンされてポッドの電源が入ってからは、手術が
終了するまでプログラムを終了させないでください。プログラムを
終了させると、ポッドが停止し、一旦停止したポッドは再起動でき
なくなります。

図2.3 プログラムの立ち上げ
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術前のガイド 2
SECTION

2.3.2　スナップショットボタン

システムコントローラーコンピューターの画面最下部にある

「Snapshot（スナップショット）」ボタンをクリックすると、画面全

体の画像を記録することができます。この操作は手術中のいつでも

行えます。画像はすべて「Copy Logs（コピーログ）」機能の手術フォ

ルダにあるスナップショット ディレクトリに保存されます。

2.3.3　サイドボタン

左右を変更する場合はシステムコントローラーコンピューターの画

面最下部にある“side”ボタンをクリックします。左右選択画面が表

示され、左右を選択することができます。選択されている側は緑で

表示されます。

2.3.4　バーコードボタン

二次元バーコードをスキャンできない場合は、システムコントロー

ラーコンピューター画面最下部にある“Barcode”ボタンをクリック

します。文字入力でバーコードを登録することができます。

2.3.5　サイドアイコン

システムコントローラーコンピューター画面上部に左右のアイコン

が表示されます。選択されている側は緑で表示されます。左右どち

らも選択されていない場合はグレーで“？”が表示されます。

2.3.6　ポッドステータスバー

「Pod Status Bar（ポッドステータスバー）」がシステムコントロー

ラーコンピューターの画面最下部に表示されます。このバーには、

システムコントローラーコンピューターに接続された2つのポッド

の状態が表示されます。

ポッドがネットワークにつながっていない状態の場合は赤で表示さ

れます。ポッドがネットワークにつながっており、器械にセットさ

れていない状態の場合は黄色で表示されます。

ポッドがネットワークにつながっており、器械にセットされている

状態の場合はグレーで表示され、セットされている器械名も表示さ

れます。

ポッドのバッテリー、温度、通信の問題が生じた場合にも、ポッド

ステータスバーに表示されます。

図2.6 ポッドステータスバー

図2.5 サイドアイコン：右選択、選択なし、左選択

図2.4 設定、スナップショット、サイド、バーコードと停止ボタン
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術中のガイド
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3.術中のガイド

3.1　ポッドの起動と術中キャリブレーション

1. iASSIST Knee ポッドキットを開け、ポッドトレーから2つの

ポッドを取り出して清潔野内の器械台の上に置きます。

2. ポッド表面のライトが赤くなるまで電源ボタンを押しこみ、2つ

のポッドをそれぞれ起動します。各ポッドのステータスLEDが

緑に変化して速く点滅します。

3. しばらく待ってポッド上の緑のLEDの点滅が遅くなるのを
確認してから、術中キャリブレーションを続けます。

4. 2つのポッドをポッドキャリブレーションジグに取り付け
ます。ポッドの点滅していた緑のLEDが点灯状態に変化し
ます。

警告

包装が破損していないことを確認してください。破損があると
ポッドの滅菌性が損なわれている可能性があります。滅菌包装に
破損が認められる場合は、別の iASSIST Kneeポッドキットを使
用してください。

警告

ポッドの起動は、必ず適切なタイミング（術中キャリブレーショ
ンの準備が整った段階）で行ってください。術中キャリブレー
ションは、切開前に行ってください。ポッドは電源を入れてから
約2時間作動します。手技を終える前にポッドのバッテリーが切
れた場合は、36ページの「5.5.2 手術中のポッドの交換」に書かれ
た手順に従うことで、アプリケーションを再起動することなく
ポッドを新しいものと交換することができます。

予備の iASSIST Kneeポッドキットを手術室内に用意しておいて
ください。

ポッドは術中キャリブレーションを開始する5分前に起動してく
ださい。

警告

キャリブレーションのプロセスは、滅菌衣を着用して実施してく
ださい。

図3.1 ポッドの起動と術中キャリブレーション
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術中のガイド 3
SECTION

5. ポッドキャリブレーションジグの面①を上に向けて滅菌台
の上に置きます。音が鳴るまでジグを安定した状態で保ち
ます。ジグの残りの5つの面（面②～⑥）についても、同じ
操作を順に行います。キャリブレーションが終了すると、
各ポッドの緑のLEDが点滅状態に変化します。

注：キャリブレーション時に、カットガイドポッドの「flexion」表

示部の緑のLEDは面①から⑥までを示します。

6. 2つのポッドすべてをポッドキャリブレーションジグから
取り外します。

3.2　ポッドの組立て
ポッドを表示面が上を向くように置きます。

1. ポッドの先細形状の面にある突起を確認して、対応する器
械のスロットに差し込みます。

2. ポッドの差し込んだ突起と反対側を押さえて、ポッドをス
プリングホルダーにはめ込みます。ポッドと器械の接続状
態のモニタリングが自動的に開始されます。

3. ポッドを取り外す場合は、逆の手順を行います。

1

4

2

5

3

6

図3.1 ポッドの起動と術中キャリブレーション

図3.2 器具へのポッドの取り付け

警告

最適な性能を確保するために、ポッドのキャリブレーションは水
平な平面上で行う必要があります。
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術中のガイド
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3

3.3　大腿骨遠位部の骨切り

3.3.1　器具の組立て

大腿骨器械に左右はありませんので左右共通で使用できます。

1. フェモラルソースロットをフェモラルディスタルカットガ
イドに挿入し、3.5 mm六角ドライバーで締め付けて「0」の
位置で固定します。

注：フェモラルソースロットを「0」の位置で固定すると、フェモラ

ルディスタルカットガイドは大腿骨遠位端を10mm骨切除しま

す。

2. フェモラルAPスライダーをフェモラルディスタルカットガ
イドに取り付け、青のスクリューを締めて固定します。

3. カットガイドポッドをフェモラルディスタルカットガイド
に取り付けます。

4. リファレンスポッドをフェモラルリファレンスに取り付け
ます。

図3.3 大腿骨遠位部の骨切り‐器具の組立て

1

2
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術中のガイド 3
SECTION

3.3.2　大腿骨のレジストレーション

1. 3.2 mmドリルを用いて機能軸の入口部にある皮質を穿孔し
ます。

2. CASスモールスパイク7.9ｍｍを大腿骨遠位部に挿入しま
す（2.5～ 3.5 cm）。

3. フェモラルリファレンスをフェモラルスパイクに沿ってス
ライドさせます。

4. フェモラルリファレンスを内外旋中間位に調整します。

注：大腿骨軸に対する回旋は、以下のようにして設定できます。

a.フェモラルリファレンスの先端にあるインジケーターの矢

印をホワイトサイドラインの方に向けます。

b.フェモラルリファレンス本体の内外側2カ所の固定用のスク

リューホールを上顆軸に合わせます。

5. 38mm×3.5mm六角スクリューを用いて、固定用のスクリュー
ホールからフェモラルリファレンスを骨に固定します。

6. フェモラルリファレンスに取り付けたポッドの「Z」ボタン
を押して、大腿骨のレジストレーションを開始します。

7. 下肢を星形ないし円形のパターンを描くように動かして、
13の安定した肢位をとらせます。大腿骨のレジストレー
ションが完了するまで、それぞれの肢位をとらせるごとに
LEDの点灯と確認音によるフィードバックがあります。

注：大腿骨のレジストレーションを再度行うには、フェモラルリ

ファレンスに取り付けたポッドの「Z」ボタンを押します。

図3.3.1 大腿骨遠位部の骨切り – 大腿骨ローテーション
オーギュメント

警告

フェモラルアジャストメントメカニズムの機械的な調整限度のた
め、フェモラルスパイクは冠状面において大腿骨の機能軸から10°
以内かつ、矢状面において最終的な大腿骨遠位端切除面から10°以
内の方向に挿入します。

警告

システムの精度を確保するため、大腿骨のレジストレーションか
ら骨切ガイド設置作業が終わるまで、フェモラルリファレンスが
大腿骨に対して強固に固定されている必要があります。

図3.4 大腿骨遠位部の骨切り‐大腿骨のレジストレーション

x1
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術中のガイド
SECTION

3

3.3.3　大腿骨遠位部の骨切り

1. 矢印を合わせて、フェモラルリファレンスにフェモラルア
ジャストメントメカニズムを挿入します。

2. フェモラルAPスライダーの2本の長いペグをフェモラルア
ジャストメントメカニズムに挿入します。

3. フェモラルアジャストメントメカニズムを大腿骨遠位部方
向に、フェモラルリファレンスの中間までスライドさせま
す。

4. フェモラルディスタルカットガイドに取り付けたポッドか
らのナビゲーション（赤および緑のLED）に従い、金色と緑
のネジを用いて、それぞれ屈曲／伸展および内反／外反の
角度調整を行います。

5. 角度調整後、フェモラルアジャストメントメカニズムを大
腿骨顆部の遠位端に完全に接触するまでスライドさせま
す。

6. 3本の3.2mmヘッドレスドリルピンを、フェモラルディス
タルカットガイドの前方のピンホール2カ所と斜めのピン
ホール1カ所にそれぞれ挿入します。

警告

大腿骨のレジストレーション中は、骨盤が動かないようにしてく
ださい。
大腿骨のレジストレーションは、1つの方向の動作のみで行わな
いでください。（屈曲／伸展方向のみ、外転／内転方向のみなど）

警告

システムに角度を計算させるには、大腿骨と台の水平面がなす角
度を40°以上にする必要があります。（膝屈曲40°以上）

図3.5 大腿骨遠位部の骨切り

切除
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術中のガイド 3
SECTION

7. 青のスクリューを回してフェモラルAPスライダーのロック
を解除し、APスライダーを取り外します。

8. フェモラルアジャストメントメカニズムを、二つの矢印が
重なる位置まで、大腿骨遠位部からスライドさせ取り外し
ます。

9. フェモラルリファレンス固定用の38mm×3.5mm六角スク
リューを抜去し、フェモラルリファレンスを取り外しま
す。

10. スラップハンマーを用いてスパイクを抜去します。

11. 必要に応じてフェモラルディスタルカットガイド上のスク
リューを緩め、骨切り量を手動で調整します。

12. 3.2mmヘッドレスドリルピンをソースロットの斜め方向の
孔からフェモラルソースロットに挿入します。

13. アライメントロッドを使用し、骨切り前に切除面の内反／
外反方向を確認することができます。アライメントアーチ
のパドル部分をフェモラルソースロットに挿入します。ア
ライメントロッドをアライメントアーチに挿入し、内外反
のアライメントを確認します。

14. 大腿骨の遠位部を切除します。

警告

厚さ1.27 mm（0.05インチ）のソーブレードをご使用ください。

警告

フェモラルディスタルカットガイドおよびフェモラルソースロッ
トの骨への固定に使用する3.2mmヘッドレスドリルピンは、反
対側の皮質まで穿孔させないように、注意深く挿入する必要があ
ります。

図3.5 大腿骨遠位部の骨切り（続き）

x1

x3
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3.3.4　大腿骨遠位部の骨切りのバリデーション

1. フェモラルリファレンスのポッドを取り外し、バリデー
ションツールに取り付けます。

2. バリデーションツールの平坦な面を大腿骨遠位部の切除面
の上に置きます。

3. バリデーションツールのスパイクまたは38 mm × 3.5 mm

六角スクリューを用いて、バリデーションツールを大腿骨
遠位部の切除面に固定します。

以下の4～ 6については、バリデーションツールに取り付け
たポッドの表示に従って行います。

4. 下肢を外転させます。緑のLEDの点滅が止まったら、膝関
節を動かさないようにして確認音が鳴るのを待ちます。

5. 下肢を内転させます。緑のLEDの点滅が止まったら、膝関
節を動かさないようにして確認音が鳴るのを待ちます。

6. 下肢を中間位にします。緑のLEDの点滅が止まったら、膝
関節を動かさないようにして確認音が鳴るのを待ちます。

7. フェモラルディスタルカットガイドに取り付けたポッドに
大腿骨遠位部の切除面の大腿骨機能軸に対する、内外反お
よび屈曲伸展角度が表示されます。

注：大腿骨遠位部の骨切りのバリデーションを再実施するには、バ

リデーションツールに取り付けたポッド上の「Z」ボタンを押し

ます。

8. アライメントロッドをバリデーションツールのハンドルに
挿入することにより、切除面の内外反アライメントを確認
することもできます。

9. 骨切面のバリデーション終了後、バリデーションツール、
3.2mmヘッドレスドリルピン、フェモラルソースロット、
およびフェモラルディスタルカットガイドを取り外しま
す。

10. バリデーションツールに取り付けたポッドを取り外し、
ティビアルアライメントガイドに取り付けます。

警告

バリデーションツールのスパイクもしくは固定用のスクリューを
挿入する際には、フェモラルディスタルカットガイドおよびフェ
モラルソースロットの固定に使用したピンと干渉しないように十
分注意してください。

図3.6 大腿骨遠位部の骨切り‐バリデーション

外転 内転 中間位
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3.4　脛骨近位部の骨切り

3.4.1　器械の組立て

1. 左用、右用を確認し、適切なティビアルポジショナーの円
形のハンドルを引き上げます。

2. ティビアルポジショナーをティビアルアジャストメントメ
カニズムに接続します。

注：ティビアルポジショナーは、左側用のものと右側用のものがあ

り、それぞれ対応するティビアルアジャストメントメカニズム

と使用する必要があります。

3. ティビアルポジショナーの円形のハンドルを押しこんでメ
カニズムを定位置でロックします。

4. 左膝の手術では、左用のティビアルレフトアジャストメン
トメカニズムの後側にリファレンスポッドを取り付けま
す。

右膝の手術では、右用のティビアルライトアジャストメン
トメカニズムの後側にリファレンスポッドを取り付けま
す。

5. カットガイドポッドをティビアルアライメントガイドに取
り付けます。

警告

大腿骨サイジングガイドで作成した孔とバリデーションツールで
作成した孔を間違えないように注意して大腿骨4 in1ガイドを設
置してください。

図3.7 脛骨近位部の骨切り‐器械の組立て
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3.4.2　脛骨のレジストレーション

1. ティビアルアライメントガイドの遠位部にある青のノブを
緩めます。

2. ティビアルアライメントガイド遠位部をLまたはRに合わ
せます。左膝の手術ではL、右膝の手術ではRに合わせま
す。

3. 両方のスパイクが脛骨に完全に挿入されるまで遠位クラン
プを内外果周囲でしっかりと握って、ティビアルアライメ
ントの遠位部を足関節に取り付けます。

注：ティビアルアライメントガイドは、内外果にクランプを取り付

けたときに脛骨の正面を向くようにデザインされています。

4. ティビアルアライメントガイドの近位部にある長いスパイ
クを機能軸の入口部から部分的に（2～ 3 mm）挿入します
（短いスパイクはこの時点では挿入しません）。

5. ティビアルアライメントガイドのシャフトを脛骨結節の内
側1/3に合わせ回旋方向の調整を行います。

6. 脛骨アライメント調整後、短いスパイクを脛骨内に挿入し
ます。

警告

手術中に内外果の触診が可能な状態にする必要があります。

図3.8 脛骨近位部の骨切り‐脛骨のレジストレーション
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3.4.2 Tibia Registration

1.  Loosen the blue knob on the distal part of the Tibial 
Alignment Guide.

2.  Position the rod of the Tibial Alignment Guide to an 
initial starting orientation per the preset position (L or R) 
on the distal part of the Tibial Alignment Guide. 
For a left knee procedure, the preset position is L. 
For a right knee procedure, the preset position is R.

3.  Install the distal part of the Tibial Alignment Guide on 
the ankle by firmly gripping the distal clamps around the 
malleoli until both spikes are fully inserted into the tibia.

 Note: The Tibial Alignment Guide is designed to be self-
centered when placed around the malleoli.

4.  While continuing to firmly grip the distal clamps around 
the malleoli, partially insert (2-3 mm) the longer spike of 
the proximal part of the Tibial Alignment Guide through 
the mechanical axis entry point, without engaging the 
shorter spike.

5.  While continuing to firmly grip the distal clamps around 
the malleoli, set rotation using the Tibial Alignment 
Guide. Orient the instrument shaft to align with the 
medial third of the tubercle.

6.  While continuing to firmly grip the distal clamps around 
the malleoli, impact the instrument until both spikes are 
fully inserted in the tibia.

WARNING

After wrapping/preparing the ankle, the surgeon should still 
be able to palpate the malleoli.

WARNING

Impact the Tibial Alignment Guide in-line with the spikes of 
the instrument. Off-axis impaction may result in bending of 
the spikes.

The two spikes of the Tibial Alignment Guide must be 
positioned and inserted carefully in order to avoid loosening.
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7. 再度、ティビアルアライメントガイドの遠位クランプが内
外果上でしっかり固定されていることを確認します。

8. ティビアルアライメントガイドの遠位部にある青のノブを
ロックします。

9. 組み立てたティビアルポジショナーとティビアルアジャス
トメントメカニズムをティビアルアライメントガイドの近
位部に取り付けます。

10. ティビアルアジャストメントメカニズムが脛骨前面の皮質
に接触するまで、ティビアルポジショナーを脛骨の方向に
スライドさせます。

警告

ティビアルポジショナー がティビアルアライメントガイドの水平
シャフトに適切に設置されていることを確認してください。

Intra-Operative Guide 3
SECTION

17

Figure 3.8 Proximal Tibia Cut – Tibia Registration

7.  Ensure the distal clamps of the Tibial Alignment 
Guide remain securely positioned on the malleoli. If a 
readjustment is necessary, ensure the shaft of the guide 
remains immobile and in proper alignment. Adjust by 
rotating the distal part of the guide and re-secure the 
clamps around the malleoli.

Do not pull on the distal part of the Tibial Alignment Guide once 
both spikes have been inserted into the tibia. Doing so may result in 
bending of the spikes.

WARNING

Ensure that the Tibial Positioner is well seated on the horizontal 
shaft of the Tibial Alignment Guide.

WARNING

8.  Lock the blue knob on the distal Tibial Alignment 
Guide.

9.  Attach the Tibial Positioner and the Tibial Adjustment 
Mechanism assembly onto the proximal part of the 
Tibial Alignment Guide.

10. Slide the Tibial Positioner towards the bone until the 
Tibial Adjustment Mechanism sits on the anterior 
cortex of the tibia.
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11. 3本の38mm×3.5mm六角スクリューを用いて、ティビア
ルアジャストメントメカニズムを脛骨に固定します。ティ
ビアルアライメントガイドのスパイクと干渉しないように
十分注意してください。

注：ティビアルアジャストメントメカニズムを骨に固定する際に

は、最初に内側のスクリューホール、次に上外側、最後に下外

側の順でスクリューを固定します。

システムの精度を確保するため、脛骨のレジストレーション
後は骨切面のバリデーションが終わるまで、ティビアルア
ジャストメントメカニズムが骨に適切に固定されている必要
があります。

12. ティビアルポジショナーハンドルを上方に引っ張り、ティ
ビアルポジショナーをティビアルアジャストメントメカニ
ズムから取り外します。

以下の13～ 15については、ティビアルアライメントガイド
に取り付けたポッドからのナビゲーションに従って行います。

13. 下肢を外転させます。緑のLEDの点滅が止まったら、膝関
節を動かさないようにして確認音が鳴るのを待ちます。

14. 下肢を内転させます。緑のLEDの点滅が止まったら、膝関
節を動かさないようにして確認音が鳴るのを待ちます。

15. 下肢を中間位にします。緑のLEDの点滅が止まったら、膝
関節を動かさないようにして確認音が鳴るのを待ちます。

注：脛骨のレジストレーションを再度実施する場合は、ティビアル

アライメントガイドに取り付けたポッド上の「Z」ボタンを押し

ます。

16. ティビアルアライメントガイドの遠位端にある青のノブを
緩めます。

17. スラップハンマーを用いてティビアルアライメントガイド
を取り外します。

図3.8 脛骨近位部の骨切り‐脛骨のレジストレーション（続き）

x3

外転 内転 中間位
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16. Loosen the blue knob on the distal end of the Tibial 
Alignment Guide.

17. Unspike the proximal part of the Tibial Alignment Guide 
from the tibia using a slaphammer. 

Note: As provided by Zimmer, the Persona Slaphammer (42-
5099-037-00) or the NexGen Slaphammer Extractor (00-5785-
09700) can be used to remove the guide.

18. Remove the distal part of the Tibial Alignment Guide 
from the malleoli.

Do not pull on the distal part of the Tibial Alignment Guide until both 
spikes have been fully removed from the tibia. Doing so might result 
in bending of the spikes.

WARNING

3.4.3 Proximal Tibia Cut

1.  Unclip the “Cut Guide” Pod from the Tibial Alignment 
Guide and clip it to the front receptable of the Tibial 
Adjustment Mechanism. 

2.  Follow feedback (red and green LEDs) on the Pod 
attached to the Tibial Adjustment Mechanism and adjust 
flexion/extension and varus/valgus using the gold and 
green screws respectively.

WARNINGS

The knee should be flexed between 45° and 80° in order for the 
system to be able to compute angle values.

When using the 3.5 mm Hex Head Knob, remove the knob before 
performing the cut.

警告

システムに角度を計算させるには、脛骨と台の水平面がなす角度
を40°以上にする必要があります。（膝関節屈曲40°以上）
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3.4.3　脛骨近位部の骨切り

1. カットガイドポッドをティビアルアライメントガイドから外し、
ティビアルアジャストメントメカニズムに取り付けます。

2. ティビアルアジャストメントメカニズムに取り付けたポッ
ドからのナビゲーション（赤および緑のLED）に従い、金色
と緑のネジを用いて、それぞれ屈曲／伸展および内反／外
反の調整を行います。

図3.9 脛骨近位部の骨切り
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16. Loosen the blue knob on the distal end of the Tibial 
Alignment Guide.

17. Unspike the proximal part of the Tibial Alignment Guide 
from the tibia using a slaphammer. 

Note: As provided by Zimmer, the Persona Slaphammer (42-
5099-037-00) or the NexGen Slaphammer Extractor (00-5785-
09700) can be used to remove the guide.

18. Remove the distal part of the Tibial Alignment Guide 
from the malleoli.

Do not pull on the distal part of the Tibial Alignment Guide until both 
spikes have been fully removed from the tibia. Doing so might result 
in bending of the spikes.

WARNING

3.4.3 Proximal Tibia Cut

1.  Unclip the “Cut Guide” Pod from the Tibial Alignment 
Guide and clip it to the front receptable of the Tibial 
Adjustment Mechanism. 

2.  Follow feedback (red and green LEDs) on the Pod 
attached to the Tibial Adjustment Mechanism and adjust 
flexion/extension and varus/valgus using the gold and 
green screws respectively.

WARNINGS

The knee should be flexed between 45° and 80° in order for the 
system to be able to compute angle values.

When using the 3.5 mm Hex Head Knob, remove the knob before 
performing the cut.

警告

スパイクが曲がる可能性があるので両方のスパイクが打ち込まれ
た状態でディビアアライメントガイドの遠位を手前に引かないで
ください。
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3. スタイラスをティビアルカットガイドに挿入します。

4. ティビアルカットガイドのロッドをティビアルアジャスト
メントメカニズムに挿入します。

注：ティビアルカットガイドは、左側用のものと右側用のものがあ

り、それぞれ対応するティビアルアジャストメントメカニズム

と使用する必要があります。

注：ティビアルカットガイドのロッドの目盛り間隔は2 mmです。

5. 切除レベルは標準の手術手技に従って設定します。

6. ティビアルカットガイドが脛骨前面に適切に設置されてい
ることを確認します。

7. ティビアルアジャストメントメカニズムの青のネジを締め
て、ティビアルカットガイドをロックします。

Intra-Operative Guide3
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Figure 3.9 Proximal Tibia Cut

3. Insert a stylus in the Tibial Cut Guide.

Note: As provided by Zimmer, the Zimmer NexGen Posterior 
Referencing Instruments Tibial Depth Resection Stylus 2/10 mm 
(00-5901-082-00) or the Tibial Depth Resection Stylus 4/6 mm 
(00-5901-081-00) can be used to set the resection.

Note: Alternatively, as provided by Zimmer, the Natural-Knee II 
Tibial Stylus (00-6290-00-542 or 00-6299-00-250) can be used to 
set the resection. The stylus must be screwed on top of the Tibial 
Cut Guide instead of being inserted in its slot.

4.  Insert the Tibial Cut Guide elevator rod into the Tibial 
Adjustment Mechanism.

Note: The Tibial Right/Left Cut Guides are side specific and must 
be used per the corresponding Tibial Right/Left Adjustment 
Mechanism.

Note: Each line increment on the rod measures 2 mm.

5.  Set the resection level in accordance with the standard 
surgical technique.

6.  Ensure that the Tibial Cut Guide is well seated on the 
anterior contour of the tibia (i.e. medial side of the Tibial 
Cut Guide must be in contact with the tibia).

7.  Lock the Tibial Cut Guide in place by hand-tightening the 
blue screw on the Tibial Adjustment Mechanism.
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8. 38mm×3.5mm六角スクリューを挿入して、ティビアル
カットガイドを脛骨内側面に固定します。

9. 追加の固定が必要であれば3.2mmドリルピンをティビアル
カットガイドの外側に挿入します。

10. スタイラスを取り外します。

11.アライメントアーチをティビアルカットガイドに挿入し、
アライメントロッドでアライメントを確認することができ
ます。

12.脛骨の近位部を切除します。

警告

ティビアルカットガイドの骨への固定に使用する38 mm × 3.5 mm

六角スクリューと3.2mmドリルピンは、反対側の皮質まで穿孔させ
ないように、注意深く挿入する必要があります。

警告

ティビアルアジャストメントメカニズムの固定が不十分であったり
動いてしまったりした場合は、脛骨のレジストレーションをやり直
す必要があります。その場合は「3.4.2 脛骨のレジストレーション」
の各ステップを再度行ってください。

警告

厚さ1.27 mm（0.05インチ）のソーブレードをご使用ください。

図3.9 脛骨近位部の骨切り（続き）
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8.  Secure the Tibial Cut Guide onto the tibia by inserting a 
3.2 mm Headless Trocar Drill Pin in the lateral hole.

9.  Further stabilize the Tibial Cut Guide onto the tibia 
by inserting a 3.2 mm Headless Trocar Drill Pin in the 
medial hole.

Note: Alternatively, a 3.5 mm Hex Head Screw x 38 mm can be 
inserted in the medial hole instead of the 3.2 mm Headless 
Trocar Drill Pin. When using a 3.5 mm Hex Head Screw x 38 mm, 
the screw must only be inserted halfway as to avoid movement 
of the Tibial Cut Guide.

x1

x1

WARNING

The fasteners used to secure the Tibial Cut Guide to the bone must 
be inserted carefully to avoid perforating the second cortex and to 
avoid potential interference with the screws used to secure the Tibial 
Adjustment Mechanism.

10. Remove the stylus.

11.  A drop rod can optionally be used to check the varus/
valgus orientation of the cut before performing the 
resection. Insert the paddle section of the Alignment 
Arch in the Tibial Cut Guide. Make sure that the arm of 
the Alignment Arch is aligned with the AP plane of the 
tibia. Then, slide a drop rod in the body of the Alignment 
Arch.

Note: As provided by Zimmer, the Alignment Rod with Coupler 
(00-5785-080-00) can be used to verify the cut.

Note: Alternatively, as provided by Zimmer , the Natural-Knee 
II Axial Alignment Rod (00-6290-00-005) can be used to verify 
the cut.

12. Resect the proximal tibia.

WARNING

If the Tibial Adjustment Mechanism is not fixated securely or moves, 
the tibia registration should be performed again. Repeat the steps 
described in section 3.4.2 “Tibia Registration”.

WARNING

The Tibial Cut Guide is compatible with saw blades of 1.27 mm 
(0.05”) thickness. 
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8.  Secure the Tibial Cut Guide onto the tibia by inserting a 
3.2 mm Headless Trocar Drill Pin in the lateral hole.

9.  Further stabilize the Tibial Cut Guide onto the tibia 
by inserting a 3.2 mm Headless Trocar Drill Pin in the 
medial hole.

Note: Alternatively, a 3.5 mm Hex Head Screw x 38 mm can be 
inserted in the medial hole instead of the 3.2 mm Headless 
Trocar Drill Pin. When using a 3.5 mm Hex Head Screw x 38 mm, 
the screw must only be inserted halfway as to avoid movement 
of the Tibial Cut Guide.

x1

x1

WARNING

The fasteners used to secure the Tibial Cut Guide to the bone must 
be inserted carefully to avoid perforating the second cortex and to 
avoid potential interference with the screws used to secure the Tibial 
Adjustment Mechanism.

10. Remove the stylus.

11.  A drop rod can optionally be used to check the varus/
valgus orientation of the cut before performing the 
resection. Insert the paddle section of the Alignment 
Arch in the Tibial Cut Guide. Make sure that the arm of 
the Alignment Arch is aligned with the AP plane of the 
tibia. Then, slide a drop rod in the body of the Alignment 
Arch.

Note: As provided by Zimmer, the Alignment Rod with Coupler 
(00-5785-080-00) can be used to verify the cut.

Note: Alternatively, as provided by Zimmer , the Natural-Knee 
II Axial Alignment Rod (00-6290-00-005) can be used to verify 
the cut.

12. Resect the proximal tibia.

WARNING

If the Tibial Adjustment Mechanism is not fixated securely or moves, 
the tibia registration should be performed again. Repeat the steps 
described in section 3.4.2 “Tibia Registration”.

WARNING

The Tibial Cut Guide is compatible with saw blades of 1.27 mm 
(0.05”) thickness. 
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8.  Secure the Tibial Cut Guide onto the tibia by inserting a 
3.2 mm Headless Trocar Drill Pin in the lateral hole.

9.  Further stabilize the Tibial Cut Guide onto the tibia 
by inserting a 3.2 mm Headless Trocar Drill Pin in the 
medial hole.

Note: Alternatively, a 3.5 mm Hex Head Screw x 38 mm can be 
inserted in the medial hole instead of the 3.2 mm Headless 
Trocar Drill Pin. When using a 3.5 mm Hex Head Screw x 38 mm, 
the screw must only be inserted halfway as to avoid movement 
of the Tibial Cut Guide.

x1

x1

WARNING

The fasteners used to secure the Tibial Cut Guide to the bone must 
be inserted carefully to avoid perforating the second cortex and to 
avoid potential interference with the screws used to secure the Tibial 
Adjustment Mechanism.

10. Remove the stylus.

11.  A drop rod can optionally be used to check the varus/
valgus orientation of the cut before performing the 
resection. Insert the paddle section of the Alignment 
Arch in the Tibial Cut Guide. Make sure that the arm of 
the Alignment Arch is aligned with the AP plane of the 
tibia. Then, slide a drop rod in the body of the Alignment 
Arch.

Note: As provided by Zimmer, the Alignment Rod with Coupler 
(00-5785-080-00) can be used to verify the cut.

Note: Alternatively, as provided by Zimmer , the Natural-Knee 
II Axial Alignment Rod (00-6290-00-005) can be used to verify 
the cut.

12. Resect the proximal tibia.

WARNING

If the Tibial Adjustment Mechanism is not fixated securely or moves, 
the tibia registration should be performed again. Repeat the steps 
described in section 3.4.2 “Tibia Registration”.

WARNING

The Tibial Cut Guide is compatible with saw blades of 1.27 mm 
(0.05”) thickness. 



22

術中のガイド
SECTION

3

3.4.4　脛骨近位部の骨切りのバリデーション

1. ティビアルアジャストメントメカニズムに取り付けたカッ
トガイドポッドを取り外し、バリデーションツールに取り
付けます。

2. バリデーションツールの平坦な面を脛骨近位部の切除面の
上に置きます。

3. バリデーションツールのスパイクまたは38mm×3.5mm六
角スクリューを用いて、バリデーションツールを脛骨近位
部の切除面に固定します。

4. バリデーションツールに取り付けたポッド上の「Z」ボタン
を押し緑のLEDが点滅している方向に傾けます。

以下の5～ 7については、バリデーションツールに取り付け
たポッドからのナビゲーションに従って行います。

5. 下肢を外転させます。緑のLEDが点灯になったら、膝関節
を動かさないようにして確認音が鳴るのを待ちます。

6. 下肢を内転させます。緑のLEDが点灯になったら、膝関節
を動かさないようにして確認音が鳴るのを待ちます。

7. 下肢を中間にします。緑のLEDが点灯になったら、膝関節
を動かさないようにして確認音が鳴るのを待ちます。

8. ティビアルアジャストメントメカニズムに取り付けたポッ
ドに、脛骨近位部の切除面の機能軸に対する内外反および
後方傾斜角度が表示されます。

注：大腿骨遠位部の骨切面のバリデーションを再度実施するには、バ

リデーションツールに取り付けたポッド上の「Z」ボタンを押しま

す。

9. アライメントロッドをバリデーションツールのハンドルに
挿入することにより、切除面の内反／外反方向を確認する
こともできます。

10.骨切面のバリデーション終了後、バリデーションツール、
38mm×3.5mm六角スクリュー、ティビアルカットガイド、
およびティビアルアジャストメントメカニズムを取り外しま
す。

警告

バリデーションツールのスパイクを挿入する際には、そのスパイ
クとティビアルアジャストメントメカニズム およびティビアル
カットガイドの固定に使用したピンと干渉しないように十分注意
してください。

図3.10 脛骨近位部の骨切り‐バリデーション

外転 内転 中間位
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3.4.4 Proximal Tibia Cut Validation

1.  Remove the “Cut Guide” Pod attached to the front 
receptacle of the Tibial Adjustment Mechanism and clip 
it to the Validation Tool.

2.  Position the flat surface of the Validation Tool on the 
proximal tibia cut. 

3.  Secure the Validation Tool on the proximal tibia cut using 
the captive spikes. Additionally two 3.5 mm Hex Head 
Screw x 38 mm can be used for more stability. 

Figure 3.10 Proximal Tibia Cut – Validation

Abduction Adduction Neutral

4.  Press the “Z” button on the Pod attached to the 
Validation Tool to initiate the validation procedure.

For steps 5-7, follow the feedback on the Pod attached to the 
Validation Tool.

5.  Bring the leg into abduction. Once the green LED stops 
blinking hold the knee steady until the acquisition 
sound is heard.

6.  Bring the leg into adduction. Once the green LED stops 
blinking hold the knee steady until the acquisition 
sound is heard.

7.  Bring the leg into neutral position. Once the green LED 
stops blinking hold the knee steady until the acquisition 
sound is heard.

8.  The proximal tibia cut values are displayed on the Pod 
attached to the Validation Tool.

Note: To restart the proximal tibia cut validation, press the “Z” 
button on the Pod attached to the Validation Tool.

9.  A drop rod can optionally be inserted in the handle of 
the Validation Tool to verify the varus/valgus orientation 
of the cut. Make sure that the arm of the Validation Tool 
is aligned with the AP plane of the tibia. 

10.  Remove the Validation Tool, the 3.2 mm Headless Trocar  
Drill Pins, the Tibial Cut Guide, the 3.5 mm Hex Head 
Screws x 38 mm  and the Tibial Adjustment Mechanism.

11.  Proceed with the femur registration if continuing with 
the distal femur cut.

Care must be taken when impacting the spikes of the 
Validation Tool to avoid potential interference between the 
spikes and the screws used to secure the Tibial Adjustment 
Mechanism and the Tibial Cut Guide. If interference is felt, the 
Validation Tool should be shifted medio-laterally by 10 mm.

WARNING
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3.5　両側手術の場合

同じ iASSISTポッドをプログラムを再スタートすることなく
使用することができます。

1. 最初の片側の大腿骨遠位端と脛骨近位端の骨切り及びバリ
デーションが終了したら、バッテリー温存のため、器械か
らポッドを取り外します。

2. 反対側の手術が用意できた時点で、システムコントロー
ラーコンピューターのスクリーンの下側にある左右選択ボ
タンで、左右を選択します。

3. 左足であれば「L」を、右足であれば「R」を選択します。

4. 左右選択後、「Save」ボタンをクリックします。

5. 最初の片足と同様に、器械にポッドを組み立てます。

6. フェモラルリファレンスもしくは脛骨アライメントガイド
に組み立てたポッドの「Z」ボタンを押し、それぞれのレジ
ストレーションを始めます。

注：同じポッドを使用する場合は、キャリブレーションを実施する必

要はありません。

警告

両側手術の場合は、追加のポッドを必ず用意してください。ポッ
ドのバッテリーが消耗した場合は、36ページの「5.5.2 手術中の
ポッドの交換」に従って、追加のポッドを使用してください。
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3.6　フリーハンドでのティビアルアジャスト
　　 メントメカニズムの設置

ここでは、ティビアルポジショナーを使用せず、脛骨にティ
ビアルアジャストメントメカニズムを設置する代替方法を説
明します。

3.6.1　器械の組み立て

1. 3.4.1項「器械の組み立て」のステップ4～ 5に従います。

2. 緑色および金色のスクリューを使用し、矢印とレーザー
マーキング（v/v）または矢印どうし（f/e）を、ティビアルア
ジャストメントメカニズムの内反／外反および屈曲／伸展
を中間位に設定します。

3. ティビアルカットガイドエレベーターロッドの一番下の線
がティビアルアジャストメントメカニズムのロッドホール
の底縁と一致するまで挿入します

4. ティビアルアジャストメントメカニズムの青色のスク
リューを手で締め付けて、ティビアルカットガイドを固定
します。

注：脛骨カットガイドは右用と左用があるため、対応する左右ア

ジャストメントメカニズムに従って使用しなければなりません。

3.6.2　脛骨レジストレーション

1. ティビアルアジャストメントメカニズムを、ガイド背面の凹
形状が脛骨結節の凸状突起部に密着するように設置します。
ティビアルカットガイドが望ましい骨切りレベルに対して、
調整可能な位置にある事を確認します。

注：結節がティビアルアジャストメントメカニズムによって見えな

くなる場合があるので、その後のティビアルアライメントガイ

ドの回旋アライメントを容易にするために、サージカルマーキ

ングペンで結節の内側3分の1に印をつけることを推奨します。

2. ティビアルアジャストメントメカニズムのエレベーター
ロッドを目視で前額面と矢状面で、脛骨荷重軸と内反／外
反および屈曲／伸展において平行にアライメントします。

3. 六角ヘッド付スクリュー（3.5mm×38mm）を3本使用して、
ティビアルアジャストメントメカニズムを骨に固定します。

注：最初に①上外側のスクリューホール、次に②下外側、そして最

後に③内側にスクリューを固定して、ティビアルアジャストメン

トメカニズムを骨に固定します。

図3.11 ティビアルアジャスタブルメカニズム器械の組み立て

図3.11 脛骨のレジストレーション

x3

エレベータロッド
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警告

ティビアルアライメントガイドのスパイクを打ち込む際は、スパ
イクとティビアルアジャストメントメカニズムの固定に使用した
スクリューが干渉しないよう注意が必要です。
ティビアルアライメントガイドはスパイクに平行に打ち込みま
す。スパイクの軸外に打ち込むとスパイクが折損するおそれがあ
ります。
ティビアルアライメントガイドの2つのスパイクは、緩みを避け
るため、慎重に位置決めして挿入します。

4. ティビアルアライメントガイドの遠位部の青色のノブを緩
めます。

5. ティビアルアライメントガイドのロッドを、ティビアル
アライメントガイドの遠位部の既定の位置（LまたはR）に
従って、初期位置に設置します。左膝手技では初期位置は
Lで、右膝手技では初期位置はRです。

6. 遠位クランプを内外果周囲でしっかりと握って、ティビア
ルアライメントガイドの遠位部を足関節に取り付けます。

注：ティビアルアライメントガイドは、内外果周囲に設置すると自動

的に足関節中心に位置するようデザインされています。

7. 遠位クランプを内外果周囲でしっかりと握ったまま、ティビア
ルアライメントガイドの近位部の長いスパイクを荷重軸上に
3mmほど刺入します。短い方のスパイクは刺入しません。

8. 遠位クランプを内外果周囲でしっかりと握ったまま、ティ
ビアルアライメントガイドのシャフトを脛骨結節内側1/3

に合わせ、回旋位置を調整します。

注：結節の内側3分の1がすでにサージカルマーキングペンでマークさ

れていた場合、シャフトはこの基準に一致させることができます。

9. 遠位クランプを内外果周囲でしっかりと握ったまま、長短
両方のスパイクが脛骨に完全に挿入されるまでティビアル
アライメントガイドを打ち込みます。

図3.12 脛骨のレジストレーション（続き）

警告

脛骨皮質壊さないよう、パワードリルの速度を制御するかスク
リューを手で締め付けます。
システムの精度を確保するためには、ガイドはレジストレーショ
ンからバリデーションまで安定した状態を維持し、骨に適切に固
定されていなければなりません。

警告

足関節をクランプで覆った後も執刀医は、内外果を触診できるよう
にします。
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4.  Loosen the blue knob on the distal part of the Tibial 
Alignment Guide.

5.  Position the rod of the Tibial Alignment Guide to an 
initial starting orientation per the preset position (L or R) 
on the distal part of the Tibial Alignment Guide.  
For a left knee procedure, the preset position is L.  
For a right knee procedure, the preset position is R.

6.  Install the distal part of the Tibial Alignment Guide on 
the ankle by firmly gripping the distal clamps around 
the malleoli until both spikes are fully inserted into the 
tibia.

Note: The Tibial Alignment Guide is designed to be self-
centered when placed around the malleoli. 

7.  While continuing to firmly grip the distal clamps around 
the malleoli, partially insert (2-3 mm) the longer spike of 
the  proximal part of the Tibial Alignment Guide through 
the mechanical axis entry point, without engaging the 
shorter spike.

8.  While continuing to firmly grip the distal clamps around 
the malleoli, set rotation using the Tibial Alignment 
Guide. Orient the instrument shaft to align with the 
medial third of the tubercle.

Note: If the medial third of the tubercle was previously marked 
with a surgical marking pen, the instrument shaft can be 
aligned with this reference.

9.  While continuing to firmly grip the distal clamps around 
the malleoli, impact the instrument until both spikes are 
fully inserted in the tibia.

Figure 3.12 Tibia Registration (Continued)

WARNING

After wrapping/preparing the ankle, the surgeon should still be able 
to palpate the malleoli.

WARNING

From registration to validation, the instruments must remain stable 
and properly fixated to the bone to ensure accuracy of the system.

WARNINGS

Care must be taken when impacting the spikes of the Tibial 
Alignment Guide to avoid potential interference between the spikes 
and the screws used to secure the Tibial Adjustment Mechanism.

Impact the Tibial Alignment Guide in-line with the spikes of the 
instrument. Off-axis impaction may result in bending of the spikes.

The two spikes of the Tibial Alignment Guide must be positioned and 
inserted carefully in order to avoid loosening.
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10.  ティビアルアライメントガイドの遠位クランプがしっかりと
内外果に設置されていることを確認します。再調整が必要
な場合は、ガイドのシャフトが固定され、アライメントが
適切であることを確認します。ガイドの遠位部を回旋させ
て調整し、内外果周囲にクランプを再度固定します。

11.  遠位ティビアルアライメントガイドの青色のノブを固定
します。

12.  ティビアルアライメントガイドに付いているポッドの「Z」
ボタンを押して、レジストレーション作業を開始します。

注：モニターに、ティビアポジショナーを外してくださいと表示さ

れ、その約5秒後にレジストレーション画面が表示されたら、レ

ジストレーション作業を開始して下さい。

13.  作業を完了するには、3.4.2項「脛骨レジストレーション」
のステップ13から再度始めます。

警告

両方のスパイクを脛骨に挿入後はティビアルアライメントガイド
の遠位部を引っ張らないでください。引っ張った場合、スパイク
が折損するおそれがあります。 
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Figure 3.12 Tibia Registration (Continued)

10.  Ensure the distal clamps of the Tibial Alignment Guide 
remain securely positioned on the malleoli. If a re-
adjustment is necessary, ensure the shaft of the guide 
remains immobile and in proper alignment. Adjust by 
rotating the distal part of the guide and re-secure the clamps 
around the malleoli.

Do not pull on the distal part of the Tibial Alignment Guide 
once both spikes have been inserted into the tibia. Doing so 
may result in bending of the spikes.

WARNING

11.  Lock the blue knob on the distal Tibial Alignment Guide.

12.  Press the “Z” button on the Pod attached to the Tibial 
Alignment Guide to initiate the registration procedure.

13.  To complete the procedure, resume from step 13 of section 
3.4.2 “Tibia Registration”.

図3.12 脛骨のレジストレーション（続き）
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4.1　手術記録の読み出し
システムコントローラーコンピューターにはスクリーンショットの

保存機能があり、過去の手術記録を読み出すことができます。

1. システムコントローラーコンピューターのUSBポートに
USBキー（FAT32またはNTFS形式）を差し込みます。

注：パスワードで保護されているUSBキーは、システムコントロー

ラーコンピューターでは使用できません。

2. システムコントローラーコンピューターのメイン画面左にある

深緑のタブをクリックします。

3. 「Copy Logs（手術記録のコピー）」ボタンをクリックします。

注：「Copy Logs」ボタンは、有効なUSBキーをシステムに接続しない

と使用できません。

4. システムによってUSBキーに手術記録がコピーされ、保存が完

了すると通知が表示されます。

4.2　フィールドイシューレコーダーの起動
フィールドイシューレコーダーは、異常の調査に有用となるデー

タを抽出する機能です。異常があった場合は、以下の手順で、USB

キーにフィールドイシューを保存し、弊社担当営業までお知らせく

ださい。

1. システムコントローラーコンピューターのメイン画面左にある

深緑のタブをクリックします。

2. 「System（システム）」ボタンをクリックします。

3. 「Are you sure you want to switch to maintenance mode ?（メンテ

ナンスモードに切り替えてよろしいですか？）」と表示されます

ので、「OK」ボタンを押します。

4. USBポートにUSBキーを差し込みます。

5. 画面下の右から三番目のアイコンをクリックし、フィールドイ

シューレコーダーのプログラムを開始し、指示に従います。

4.3　システムコントローラーコンピューターの
　　 シャットダウン
1. 手術プログラム中であれば、コンピューター画面の右下にある

「Stop Procedure(手術の中止 )」のアイコンをクリックします。

2. 「Are you sure you want to quit the application? (本当に手術プログ

ラムを中止しますか？ )」と表示されますので、「Yes」ボタンをク

リックします。

3. コンピューター画面右下の「Shutdown（シャットダウン）」アイコ

ンをクリックします。

4.  「Are you sure you want to shutdown the system controller? (本当

にシャットダウンしますか？ )」と表示されますので、「OK」ボタ

ンをクリックしてシャットダウンします。

警告

コンピューターをシャットダウンするために電源コードを引
き抜く行為は、データの消失やハードウェアの破損の原因に
なります。コンピューターの電源を正しく切るには、シャッ
トダウンタスクを開始する前に、使用中のすべてのプログラ
ムを終了させる必要があります。
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5.器械の在庫管理と洗浄／滅菌方法
5.2項では、ジンマー バイオメットCASが供給している器械の一覧

と推奨される滅菌方法が記載されています。再使用可能な器具は、

使用してから滅菌を行うまでに洗浄する必要があります。保護バッ

グや供給時の包装に入れたまま滅菌しないでください。

再使用可能な器械の洗浄では、次のような洗浄ステップに従ってく

ださい。複数の部品で構成される器械は分解して、まず酵素溶液に

浸漬した後、柔らかい毛ブラシで目に見える汚れを落としてくださ

い。ブラシが届きにくい箇所や狭い隙間は、ウォータージェットで

洗い流します。ねじ部分は締めたり緩めたりして洗い流します。洗

浄の最終段階では、酵素溶液での超音波洗浄が推奨されます。サイ

クル時間は5分以上、ブラシが届きにくい箇所のある器械では10分

以上に設定してください。

これらの洗浄ステップが終了したら、すすぎを行ってください。毎

回の洗浄後には、可動部を確認し、それらに医療用の潤滑剤を塗布

します。

5.1　滅菌方法

上記のサイクル温度および時間は134℃＋3℃および18分まで変更

することができます。

蒸気滅菌（オートクレーブ）

サイクルタイプ 温度 時間

プレバキューム 132℃ 4分

警告

手術前には、必ずすべての器械が滅菌されていることを確認して
ください。
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5.2　iASSIST Knee器械
個々の器械に適用される具体的な洗浄方法は以下の通りです。

A. 分解する必要があります。

B. ブラシが届きにくい箇所をウォータージェットで洗い流す必要があります。

C. ねじ部分は締めたり緩めたりして洗い流します。

D. 酵素溶液での超音波洗浄を最低10分のサイクル時間で行う必要があります。

E. 洗浄後にスクリューなどの可動部に医療用の潤滑剤を塗布してください。

カタログNo. 品　名 数量 滅菌および洗浄に関する指示 備考

20-8000-010-27 CASスモールスパイク7.9 mm 1 オートクレーブ

20-8011-013-00 ティビアルアライメントガイド 1 オートクレーブ
追加の具体的な洗浄要件：
A-B-C-D-E

A

C

B

B
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カタログNo. 品　名 数量 滅菌および洗浄に関する指示 備考

20-8011-017-00

20-8011-018-00

ティビアルレフトアジャストメントメカニズム

ティビアルライトアジャストメントメカニズム
（図は左側用の器具）

1 オートクレーブ

追加の具体的な洗浄要件：
B-C-D-E

前面

背面

20-8011-019-00

20-8011-020-00

ティビアルレフトカットガイド

ティビアルライトカットガイド（図は左側用の器具）

1 オートクレーブ カットガイドは厚さ
1.27 mm（0.05イ ン
チ）のソーブレード
と互換性あり

20-8011-021-00 バリデーションツール 1 オートクレーブ
追加の具体的な洗浄要件：
B-D

20-8011-022-00 アライメントアーチ 1 オートクレーブ
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カタログNo. 品　名 数量 滅菌および洗浄に関する指示 備考

20-8011-025-00 フェモラルアジャストメントメカニズム 1 オートクレーブ
追加の具体的な洗浄要件：
B-C-D-E

20-8011-026-00 フェモラルリファレンス 1 オートクレーブ
追加の具体的な洗浄要件：
B-D

20-8011-027-00 フェモラルディスタルカットガイド 1 オートクレーブ
追加の具体的な洗浄要件：
B-C-D-E

20-8011-028-00 フェモラルAPスライダー 1 オートクレーブ
追加の具体的な洗浄要件：
B

C

C

B
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カタログNo. 品　名 数量 滅菌および洗浄に関する指示 備考

20-8011-040-00

20-8011-041-00

ティビアルレフトポジショナー

ティビアルライトポジショナー
（図は左側用の器具）

1 オートクレーブ
追加の具体的な洗浄要件：
A-B-C-D-E

20-8011-042-00 フェモラルソースロット 1 オートクレーブ カットガイドは厚さ
1.27 mm（0.05イ ン
チ）のソーブレード
に対応

20-8011-048-00 ポッドキャリブレーションジグ 1 オートクレーブ
追加の具体的な洗浄要件：
B-D

B

B

B
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5.4　システムコントローラーキット
感電を防止するため、システムコントローラーコンピューターの洗

浄は、必ず電源コンセントからコンピューターのプラグを抜いてか

ら行ってください。

洗浄と消毒には、消毒用ウェットティッシュを使用します。必要で

あればタッチスクリーンも含めて、システムコントローラーコン

ピューターのすべての表面を入念に拭いてください。

噴霧剤、溶剤、強力な洗浄剤、腐食性のある製品は使用しないでく

ださい。また、ショートや腐食の原因になりますので、水などの液

体がコンピューター内部に入らないようにしてください。

カタログNo. ハードウェア 数量

20-8011-070-51 システムコントローラーコンピューター 1

20-8011-070-02 システムコントローラーパワーサプライ 1

20-8011-070-04 システムコントローラーキャリングケース 1

20-8011-070-08 システムコントローラーシッピングケース 1

5.3　ディスポーザブル製品

警告

変形や破損の原因になりますので、器械に過剰な力をかけないで
ください。

カタログNo. 品　名 数量 滅菌および洗浄に関する指示 備考

20-8011-002-00 iASSIST Knee 2ポッドキット

販売名：iASSIST Kneeシステム
医療機器製造販売承認番号：22600BZX00450000

1 滅菌済み［ETO］
（再滅菌は行わないでください）

滅菌済み単回使用製品

20-8000-000-18 3.5mm×38mmヘッドスクリュー

販売名：Kneeディスポ器械（未滅菌）
医療機器製造販売認証番号：226ADBZX00200000

4 オートクレーブ滅菌してください 未滅菌単回使用製品

20-8000-000-16 3.2mmヘッドレスドリルピン

販売名：Kneeディスポ器械（未滅菌）
医療機器製造販売認証番号：226ADBZX00200000

3 オートクレーブ滅菌してください 未滅菌単回使用製品

00-5901-020-00 ヘッドレスドリルピン75 mm

販売名：ジンマー Kneeインスツルメント
医療機器製造販売認証番号：224ADBZX00026000

3 滅菌済み
（再滅菌は行わないでください）

滅菌済み単回使用製品
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5.5　器械に関する一般情報

5.5.1　システムコントローラーキット

システムコントローラーコンピューターは、3時間の単体稼働を可

能にするバッテリーを内蔵しています。このバックアップ電源は、

主電源が落ちた際にデータの消失を防止するためのものです。

システムコントローラーコンピューターの輸送を運送業者に依頼す

る場合は、システムコントローラーキャリングケースをシステムコ

ントローラーシッピングケースに収納してください。このシッピン

グケースは、運送業者による輸送条件に耐えられるように特別に設

計されたケースです。

このコンピューターの通常の使用条件下での耐用期間は約5年間で

す。

警告

以下の状況が生じた場合は、弊社担当営業による器械の点検を受
けてください。

a. 器械が正常に機能しない、または指示通りに機能しない。

b. システムコントローラーコンピューターまたは器械に、明らか
な破損や劣化の徴候がみられる。

c. システムコントローラーコンピューターまたは器械が落下によ
り破損した。

d. システムコントローラーコンピューターの内部に液体が侵入し
た。

e. 電源コードまたはプラグが破損している。

f. システムコントローラーコンピューターの日時表示機能が正常
に動作しない。

下記の記号が印字された器械が落下した場合は、弊社担当営業に
よる器械の点検を受けてください。

注：これらの器械が落下した場合、精度が損なわれる可能性があ
ります。機械的な変形は、目視では検出が難しい場合もあり
ます。

警告

システムコントローラーコンピューターは分解しないでくだ
さい。このコンピューターに交換可能な部品はありません。
安全上の理由から、本機器は資格のあるサービス担当者しか
分解してはならないことになっています。 

システムコントローラーコンピューターがオーバーヒートし
ないように注意してください。オーバーヒート防止のために
通気用の穴があります。この穴をふさがないでください。

システムコントローラーコンピューターの通気用の穴から異
物を挿入することはおやめください。感電や火災の原因に
なったり、ハードウェアコンポーネントが破損したりするお
それがあります。

システムコントローラーキャリングケースを閉じる前に、コ
ンピューターが適切にシャットダウンされていることを確認
してください。適切にシャットダウンされていないと、シス
テムがオーバーヒートを起こして破損するおそれがあります。

システムコントローラーコンピューターを水中に沈めたり湿
度の高い場所に置いたりすることはおやめください。

システムコントローラーコンピューターを -20℃以下または
70℃以上になる空調設備のない環境に放置しないでください。
機器が破損するおそれがあります。

システムコントローラーキャリングケースに収納する際には、
システムコントローラーコンピューターの画面には何も置か
ないでください。輸送中や保管中に画面が破損するおそれが
あります。

システムコントローラーコンピューターを他の機器に隣接さ
せて使用したり、他の機器に積み重ねて使用しないでくださ
い。システムコントローラーコンピューターを熱または埃の
発生源のそばで使用したり保管したりしないでください。

標準付属以外の電源やケーブルは使用しないでください。

付属の電源コードが、使用するオペ室の電源要件に適合する
ことを必ず確認してください。

電源コードを踏んだり電源コードの上に物を載せたりしない
でください。

破損につながりますので、電源ケーブルが鋭角に折り曲がら
ないように注意してください。

ケーブルの接続部には力を加えないでください。



35

器械の在庫管理と洗浄／滅菌方法 5
SECTION

音量調節

音量を調節するには：

Fnキーと下向き矢印キーを同時に押すと、音量が下がります。

Fnキーと上向き矢印キーを同時に押すと、音量が上がります。

輝度調整

液晶ディスプレイの輝度を調整するには：

Fnキーと左向き矢印キーを同時に押すと、輝度が下がります。

Fnキーと右向き矢印キーを同時に押すと、輝度が上がります。

タッチスクリーンのキャリブレーション

タッチスクリーンの調整が必要になった場合は、弊社担当営業に連

絡ください。

タッチペン

システムコントローラーコンピューターにはタッチペンが付属して

います。タッチペンはコンピューター本体の後部に収納されていま

す。

5.5.2　iASSIST Knee ポッドキット

ポッドの保管および輸送環境は、保管時は15℃～ 30℃、輸送時は

-18℃～ 49℃、湿度80％以下としてください。ポッドは、誤使用防

止のため、プラスチックトレーに梱包されています。

ネットワーク接続が切断した場合の解決方法

まれに、ポッドの無線ネットワーク接続が切断されることがありま

す。このような場合には、バーコードを再スキャンすることによ

り、ポッドとコンピューターの再接続が可能になります。

警告

リチウムバッテリーが破裂する危険がありますので、ポッド
をオートクレーブなどの高温環境に曝さないでください。

ポッドに強い衝撃が加わらないように十分注意してください。
ポッドを強い磁界に近づけないでください。誤作動する可能
性があります。

X線が照射されると、ポッドの機能や精度が損なわれる可能性
があります。

ポッドの電源ボタンを押し込むまでは、ポッドが濡れないよ
うに注意してください。電源ボタンが押し込まれると、ポッ
ドの内部が密封されます。

ポッドの電源ボタンを押し込んだ後、ポッドは蒸留水で洗浄
することができます。無線通信に影響を及ぼす場合がありま
すので、水は拭き取ってください。
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ポッドのユーザーインターフェース 手術中のポッドの交換

手術手技を終える前にポッドのバッテリーが切れた場合やポッドが

汚染された場合には、以下の手順に従うことで、アプリケーション

を再起動することなくポッドを新しいものと交換することができま

す。

1. 新しい iASSIST Knee ポッドキットの二次元バーコードをスキャ

ンします。

2. iASSIST Knee ポッドキットを開封して、新しい2つのポッドを

それぞれ起動します。

3. すべてのポッドがネットワーク接続を確立したら、「3.1 ポッドの

起動と術中キャリブレーション」の指示に従って、術中キャリブ

レーションを行います。 

4. 新しいポッドのキャリブレーションが終了したら、バッテリー

が切れたポッドまたは汚染したポッドを廃棄し、新たにキャリ

ブレーションを済ませたポッドの中の同じ種類のポッドに交換

します（例えば、バリデーションツールに取り付けた「リファレ

ンス」ポッドのバッテリーが切れた場合は、バリデーションツー

ルからポッドを取り外し、新たにキャリブレーションを済ませ

た「リファレンス」ポッドを器具に取り付けます）。

5. ポッド交換のために中止したところから手術を再開します。

ポッドバッテリーの廃棄

ポッドにはバッテリーが内蔵されているため、安全な取扱いが求め

られます。熱に曝したり、不適切に廃棄したりすると、漏出や破裂

を起こすおそれがあります。バッテリーは、地域の規制に従って廃

棄してください。

ポッドバッテリー

バッテリー残量の状況は、ポッド上に表示されるほか、システムコ

ントローラーコンピューターの画面下の「Pod Status Bar（ポッド

ステータスバー）」にも表示されます。

ステータス／
エラー LEDの表示

システムコントローラー
コンピューターの表示 必要な対応

緑の点灯 ポッドバッテリー
アイコンは緑

手術を続けてください。

赤の点滅 ポッドバッテリー
アイコンはオレンジ色

30分以内にバッテリー
が切れる可能性があり
ます。

赤の点灯 ポッドバッテリー
アイコンは赤

バッテリーが切れた状態
です。
新しい iASSIST Kneeポッ
ドキットを開封するか、
従来の器具に切り替えて
ください。

図5.1 ポッドのユーザーインターフェース

リファレンスポッド

Model:20-8011-000-02
FCC ID: CVOR20S20A
IC: 10254A-R20S20A

Model:20-8011-000-01
FCC ID: CVOR20S21A
IC: 10254A-R20S21A

Model:20-8011-000-02
FCC ID: CVOR20S20A
IC: 10254A-R20S20A

Model:20-8011-000-01
FCC ID: CVOR20S21A
IC: 10254A-R20S21A

カットガイドポッド

内反／外反角
ステータス／エラー LED

（緑／赤）

ステータス／エラー LED
（緑／赤）

プッシュボタン

プッシュボタン

動作指示

屈曲角
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5.6　製品仕様および規制関連の注意事項

5.6.1　システムコントローラーキット

仕様

- 重量：約1.9 kg

- 寸法：273.5 mm × 207.5 mm × 36 mm

- 出力：100～ 240 VA、47～ 63 Hz、1.22～ 0.68 A

- 動作条件：0℃～ 50℃

- 輸送／保存条件；-20℃～ 70℃

- 内蔵機器：タッチスクリーン、二次元バーコードスキャナー

無線通信

システムコントローラーコンピューター（20-80011-070-51）は、以

下の特性を有するRF送信機を内蔵しています。

- 周波数：2.405 GHz～ 2.48 GHz

- 変調：オフセット4相位相偏移変調（OQPSK）方式

- コーディング：直接スペクトラム拡散（DSSS）方式

- 伝送帯域幅：2 MHz

- 等価等方放射電力：4 dBm

警告

システムコントローラーコンピューターについては、エミッショ
ンに関するEMC（電磁両立性）要件に適合していることが試験によ
り確認されています。状況によっては、携帯機器や移動機器など
の放射電磁界によって性能が低下する可能性があります。

携帯形および移動形RF通信機器による通信が iASSIST Knee 

Systemに影響を及ぼす可能性があります。本システムと周波数帯
（RF）が近い2.4 GHzの機器（BluetoothやWi-Fiなど）を停止させる
ことで、ポッドとシステムコントローラーコンピューターとの通
信性能を改善できる可能性があります。
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5.6.2　iASSIST Knee Pod Kit

仕様

- 重量：35 g

- 寸法：41.75 mm × 38 mm × 28.7 mm

- 動作条件：15℃ ～ 30℃、相対湿度20％～ 90％、

　70 kPa ～ 106 kPa

- 保存条件：15℃ ～ 30℃

- 輸送条件：-18℃～ 49℃、相対湿度80％、結露なし

- バッテリー稼働時間：約2時間

- その他：単回使用、ディスポーザブル

ポッドは一時的な水の浸入に対する保護等級 IPx7に適合していま

す。

無線通信

ポッドは以下の特性を有するRF送信機を内蔵しています。

- 周波数：2.405 GHz～ 2.48 GHz

- 変調：オフセット4相位相偏移変調（OQPSK）方式

- コーディング：直接スペクトラム拡散（DSSS）方式

- 伝送帯域幅：2 MHz

- 等価等方放射電力：0 dBm

警告

ポッドについては、エミッションに関するEMC（電磁両立性）要件
に適合していることが試験により確認されています。状況によっ
ては、携帯機器や移動機器などの放射電磁界によって性能が低下
する可能性があります。

携帯形および移動形RF通信機器による通信が iASSIST Knee 

Systemに影響を及ぼす可能性があります。本システムと周波数帯
（RF）が近い2.4 GHzの機器（BluetoothやWi-Fiなど）を停止させる
ことで、ポッドとシステムコントローラーコンピューターとの通
信性能を改善できる可能性があります。
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「電気電子機器廃棄物」を意味する記号 「再滅菌禁止」を意味する記号

「注意：手術手技書を参照してください」を
意味する記号

「使用期限（年、月）」を意味する記号

「水または異物の侵入を防止してください」を
意味する記号

「非電離放射線を照射する機器」を意味する記号

「製造業者」を意味する記号 「落下禁止」を意味する記号

「製造日」を示す記号 ULマーク

「EC Representative認定」を意味する記号 ETLマーク

「量」を意味する記号 機器に由来する電磁干渉が米国連邦通信委員会により
承認された制限以下であることを認証するマーク

「注意：米国連邦法により、医師または医師の指示によ
る販売に限定されている機器」を意味する記号

製品がリサイクル可能な材料で作られていることを示
すマーク

「エチレンオキサイドガスによる滅菌済」を
意味する記号

C-Tickへの適合を意味するマーク

「非滅菌品」を意味する記号 CEマーク（EUの規制への適合を意味するマーク）

「再使用禁止」を意味する記号

5.7　記号およびマーク
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