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概要

トラベキュラーメタルミディアムティビアルコーンインプラ

ント（以下、TMミディアムティビアルコーン）の使用目的は、

脛骨海綿骨に小程度から中程度の骨欠損がある場合に、脛骨

インプラントを脛骨近位部内で安定させることです。選択し

たコーンによって以下を実現します。

●   脛骨髄腔の補強

●   初回の膝関節システムの除去によって生じる脛骨近位部

の骨欠損の充填

●   組み立ておよび設置した脛骨インプラント全体（コーンお

よびティビアルベースプレート／ステムエクステンショ

ン）が、ティビアルベースプレートを適切に支持すること

注意： TMミディアムティビアルコーンの使用は、NexGen 

LCCKおよびRHKシステムとの併用に限定されていま

す。TMミディアムティビアルコーンは、膝関節にお

ける重度の変形、外傷またはその他の病態により、人

工膝関節全置換術（TKA）が適応となった場合の使用を

意図したものです。NexGen RHKシステムと併せて使

用する場合、TMミディアムティビアルコーンはセメ

ント固定のみ使用可能です。一方、NexGen LCCKシ

ステムと併せて使用する場合、TMミディアムティビ

アルコーンはセメントレス固定またはセメント固定の

いずれも使用可能です。

再置換術を行う場合、ティビアルベースプレートの設置位置

は、（ベースプレートに装着した）ステムエクステンションお

よび髄腔により規定されます。そのため、オフセットもしく

はストレートステムエクステンションまたはその両方を使用

するかどうかをコーン選択の初期の段階で検討する必要があ

ります。

注意： オフセットステムはRHKと併用できません。

TMミディアムティビアルコーンシステムは、髄腔を基準にす

る手術器械を特徴とします。この特徴により、最終設置時に

おいて、コーンがティビアルベースプレート、ステムエクス

テンションと干渉することを避けることができます。さらに、

器械によるサポートによって、術者はコーンインプラントと

一致する深さまでの骨切除およびインプラント形状に一致す

る骨切除が可能となります。

ミディアムティビアルコーン
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脛骨の評価

適切な術野を確保するために、埋植されているインプラントだ

けでなく残存している肉芽腫／繊維組織を取り除きます。

直径 9mmから段階的に大きな直径の髄腔リーマーを使用し

て、脛骨の髄腔を拡大します。リーマーの刃が骨切り面から

目的とするステム長の深さに達するまで、リーミングを行い

ます。引き続きリーミングを行い、リーマーが皮質骨と接触

する直径サイズになるまでリーミングを行います。

適切な IMティビアルブームおよび適切なティビアルカッ

ティングガイドを用いて、脛骨近位部を使用するベースプ

レート角度（0°、7°）で切除します。本工程の手技については、

NexGen LCCK手術手技書および RHK手術手技書で説明して

います。

本工程には髄内器械を使用し、ミディアムティビアルコーン
とティビアルコンポーネントのステムとの確実な位置関係を
確保することが非常に重要です。

ミディアムティビアルコーントライアルを上下逆さまにして

リーマーを覆うように脛骨プラトー上に載せ、脛骨の骨欠損

のサイズおよび回旋方向を評価します。骨欠損部を十分覆う

ことのできるミディアムティビアルコーントライアルのサイ

ズを確認します（図 1）。

注意： 骨欠損が内側／外側方向で 46mm（TMミディアムティ

ビアルコーンの最大サイズ）を超える場合、TMラー

ジティビアルコーンの使用を検討します。

リーマーを取り外し、コーンアライメントロッドをリーマー

で作製した径および深さに一致するステムエクステンション

トライアルに挿入します。ステムエクステンショントライア

ルは髄腔内で安定した状態でなければなりません（図 2）。

ミディアムティビアルコーン

手技上のポイント 1.A

残留したセメントによりリーマーが破損または、たわむ可
能性があるため、セメントを髄腔から完全に除去します。

インスツルメント

ミディアムティビアル
コーントライアル
00-5451-013-31

ストレートステム
エクステンション
トライアル

00-5989-010-10

コーンアライメント
ロッド

00-5452-013-20

 図1
 
骨欠損のサイズを評価します

 図2
 
コーンアライメントロッドをステムエクステンショントライ
アルに装着します
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ミディアムティビアルコーンサイジングガイドを、コーンア

ライメントロッドの上から脛骨プラトー上に設置し、ティビア

ルトレーの正しいサイズおよび回旋方向を決定します（図 3）。
サイジングガイド内におけるコーンアライメントロッドの設置

位置により、オフセットステムの必要性が決定されます。

注意： 8ページの表を参照してティビアルコンポーネントの

目的とするサイズが選択したコーンのサイズに適合す

ることを確認します。

注意： オフセットステムの使用は NexGen LCCKシステムに

対してのみ選択可能です。RHKシステムにはストレー

トステムをトラベキュラーメタルミディアムティビア

ルコーンと併せて使用する必要があります。

ミディアムティビアルコーン

手技上のポイント 1.B

ステムはストレートまたは 4.5mmのオフセットが選択可能
です。いずれのステムデザインが必要かを判定する際は、
オフセットステムによりベースプレートの中心が髄腔中心
から確実に 4.5mm離れていることを考慮します。

インスツルメント

ミディアムティビアル
コーンサイジング

ガイド
00-5452-013-02

 図3
 
オフセットステムが必要か評価します
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ティビアルインプラント設置に向けた準備

注意： ブッシングガイド、ドリルガイドおよびリーマーガイ

ドが各 2個、ミディアムティビアルコーン手術器械

セットに含まれています。それぞれに 7°または 0°の

マーキングがされています。7°の器械は 7°の NexGen

ベースプレートを設置する場合、0°の器械は NexGen 

A/P Wedgeまたは RHKベースプレートを設置する場

合にそれぞれ使用します。

ストレートステムを使用する場合：

注意： オフセットステムを使用する場合は、6ページのオフ

セット手技に進んでください。

適切なミディアムコーンブッシングガイドを、コーンアライ

メントロッドの上からミディアムティビアルコーンサイジン

グガイドに合わせます（図 4）。NexGen LCCKまたは RHKの

手術器械セットに入っているストレートブッシングをコーン

アライメントロッド上に設置し、ブッシングガイドの中に挿入

し、ベースプレートと髄腔のアライメントを確認します（図 5）。

NexGen LCCKまたは RHKの手術器械セット内のショートヘッ

ド付ピンを用いて、選択したサイズのミディアムティビアル

コーンサイジングガイドを計画した設置位置に固定します。

サイジングガイドを計画した設置位置に固定した状態で、脛

骨に電気メスまたはメチレンブルーによるマーキングを行

い、ティビアルベースプレート前面中央を特定します。この

マーキングは、ブローチング時にコーンの回旋方向を評価す

る際に重要になります。

ステムトライアル、コーンアライメントロッド、ブッシング

ガイドおよびブッシングを取り外し、ミディアムティビアル

コーンサイジングガイドをピンで正しい位置に固定したまま

の状態にします。

手技上のポイント 1.C

ボーンカバレージより適切な回旋位を優先して脛骨プ
レートの設置位置を決定します。

インスツルメント

ミディアムティビアル
コーンティビアル
トレーオフセット
ブッシングガイド
00-5452-013-25

ストレートブッシング
00-5987-003-00

ショートヘッド付ピン
00-5977-056-01

 図4
 
正しい位置にあるミディアムコーンブッシングガイド

 図5
 
ストレートブッシングの挿入

前面中央をマークします

ミディアムティビアルコーン
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インスツルメント

ミディアムティビアル
コーンティビアル
トレーステム
ドリルガイド
00-5452-013-21

ティビアルステム
ドリル

00-5977-010-01

 図6
 
ミディアムティビアルコーントレーステムドリルガイドを 
ティビアルサイジングガイドに装着します

 図7
 
ティビアルベースプレートステム用にドリリングします

ミディアムコーンティビアルトレードリルガイドをミディア

ムティビアルコーンサイジングガイド上に合わせ、NexGen 

LCCKまたは RHKの手術器械セット内のティビアルステム

ドリルを使用して、ティビアルコンポーネントのステム用に

ドリリングを行います（図 6）。

ティビアルステムドリルに刻まれているラインがミディアム

ティビアルコーンティビアルトレードリルガイド上部を約

10mm過ぎるまでドリリングを行います（図 7）。

ティビアルトレードリルガイドおよびステムドリルを取り外

し、ミディアムティビアルコーンサイジングガイドをピンで

正しい位置に固定したままにします。

**ミディアムティビアルコーン用の前処理―脛骨のイニシャ

ルリーマー（8ページ）に進みます。

ミディアムティビアルコーン
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オフセットステムを使用する場合：

ミディアムコーンブッシングガイドを、コーンアライメント

ロッドの上からミディアムティビアルコーンサイジングガイ

ドに合わせます。NexGen LCCK手術器械セット内のオフセッ

トブッシングをコーンアライメントロッド上に設置し、ブッシ

ングガイドの中に挿入します。ブッシングおよびミディアム

ティビアルコーンサイジングガイドを回旋させ、脛骨プラトー

上の最適な設置位置を確認します（図 8）。

最適なカバレージおよび回旋位が得られた場合、ミディアム

ティビアルコーンサイジングガイドの前面中央にあるエッチン

グマークに対する、オフセットブッシングのエッチングマーク

の位置を確認します。オフセットブッシングの見える部分には

上下が逆さまのリファレンス番号があることに注意してくださ

い（図 9）。この番号は、参照すべき番号ではありません（オフ
セットブッシング上にある参照すべき番号に対して 180°逆向き

になっています）。ブッシング上にある参照すべき番号は正しい

方向を向いている番号であり、ブッシングがオフセットブッシ

ングガイド内に納まっている状態では見えないため、正しい向

きの番号が見えるようにブッシングの納まっている位置から引

き上げ、目的とする最終オフセット位置を確認します（図 10）。

ステムエクステンションには一致する番号が記されており、

ステムをベースプレートに装着する際に参照します。

NexGen LCCK手術器械セット内のショートヘッド付ピンを用

いて、サイジングプレートを正しい設置位置に固定します。

サイジングガイドを計画した設置位置に固定した状態で、脛

骨に電気メスまたはメチレンブルーによるマーキングを行い、

ティビアルベースプレート前面中央を特定します。このマー

キングは、ブローチング時にコーンの回旋方向を評価する際

に重要になります。

インスツルメント

ミディアムティビアル
コーンティビアル
トレーオフセット
ブッシングガイド
00-5452-013-25

オフセットブッシング
00-5987-004-00

ショートヘッド付ピン
00-5977-056-00

手技上のポイント 1.D

適切な回旋位を優先させ、ティビアルプレートのオーバーハ
ングが避けられない場合、小さなサイズのティビアルガイド
を選択します。脛骨用のサイズを選択する際は、大腿骨と互
換性のある関節面サーフェイスが使用可能か確認する必要
があります（詳細はNexGen LCCK手術手技書に記載）。

 図8
 
挿入されたオフセットブッシング

 図9
 
オフセットのリファレンス番号は逆さまになっています

図10
 
オフセットブッシングを引き上げて正しい番号を参照します

ミディアムティビアルコーン
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ティビアルコーンブッシングガイド、オフセットブッシングお

よびステムエクステンショントライアルアセンブリーを取り

外し、ミディアムティビアルコーンサイジングティビアルガ

イドのみをピンで正しい位置に固定したままにします。

ミディアムコーンティビアルトレードリルガイドをミディア

ムティビアルコーンサイジングガイド上に合わせ、NexGen 

LCCKまたは RHK手術器械セット内のティビアルステムドリ

ルを使用して、ティビアルコンポーネントのステム用にドリリ

ングを行います（図 11）。

ティビアルステムドリルに刻まれているラインがミディア

ムティビアルコーンティビアルトレードリルガイド上部を約

10mm過ぎるまでドリリングを行います（図 12）。

ティビアルコーンドリルおよびティビアルコーンドリルガイド

を取り外し、ミディアムティビアルコーンサイジングガイドを

ピンで正しい位置に固定したままにします。適切なサイズのオ

フセットステムトライアルをコーンアライメントロッドに組み

立て、計画した深さおよび方向になるように脛骨に挿入します。

コーンアライメントロッドがミディアムティビアルコーンサイ

ジングガイドの中央に確実に位置しているようにします。ティ

ビアルコーンブッシングガイドをコーンアライメントロッドの

上からミディアムティビアルコーンサイジングガイドに合わ

せることにより、確実な位置決めができます。NexGen LCCK

手術器械セット内のストレートブッシングをコーンアライメ

ントロッド上にスライドさせ、ブッシングガイドの中に入れま

す。ステムのアライメントが正しい場合、ストレートブッシン

グはブッシングガイド内に完全に納まります。

ブッシングガイド、ストレートブッシングおよびコーンアライ

メントロッド／ステムトライアルを脛骨から取り外し、ミディ

アムティビアルコーンサイジングガイドをピンで正しい位置

に留めたままにします。

インスツルメント

ミディアムティビアル
コーンティビアル
トレーステム
ドリルガイド
00-5452-013-21

ティビアルステム
ドリル

00-5977-010-00

図11
 
ミディアムティビアルコーントレーステムドリルガイドを 
ティビアルサイジングガイドに装着します

図12
 
ティビアルベースプレートステム用にドリリングします

前面中央をマークします

ミディアムティビアルコーン
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脛骨のイニシャルリーマー

ティビアルコーンドリルブッシングをミディアムティビアル

コーンサイジングガイド上に合わせます（図 13）。

以下の表を参照して必要なドリリングの深さがミディアム

ティビアルコーンおよびティビアルベースプレートの予測さ

れるサイズに適合することを確認し、選択したサイズに必要

な深さを示す番号（1、2または 3）を確認し、ティビアルコー

ンリーマーの対応するリングを特定します（図 14）。

図14
 
脛骨のイニシャルリーマー上の深さマーク

1  2  31  2  3

図13
 
リーマーガイドをティビアルトレーサイジングガイドに 
装着します

インスツルメント

ミディアムティビアル
コーンリーマーガイド
00-5452-013-27

ミディアムティビアル
コーンリーマー
00-5452-013-29

サイズの互換性およびリーマーの深さに関する表
ティビアルベースプレートのサイズ ティビアルコーンのサイズ（mm）／深さ番号

LCCKサイズ 2 31 x 31 / 3 36 x 31 / 2 41 x 34 / 1 46 x 34 / 1

LCCKサイズ 3 31 x 31 / 3 36 x 31 / 3 41 x 34 / 2 46 x 34 / 1

LCCKサイズ 4 31 x 31 / 3 36 x 31 / 3 41 x 34 / 2 46 x 34 / 1

LCCKサイズ 5 該当なし 36 x 31 / 3 41 x 34 / 3 46 x 34 / 2

LCCKサイズ 6 該当なし 36 x 31 / 3 41 x 34 / 3 46 x 34 / 2

LCCKサイズ 7 該当なし 該当なし 該当なし 46 x 34 / 3

RHKサイズ 2 31 x 31 / 2 36 x 31 / 2 41 x 34 / 1 46 x 34 / 1

RHKサイズ 3 31 x 31 / 2 36 x 31 / 2 41 x 34 / 1 46 x 34 / 1

RHKサイズ 4 31 x 31 / 2 36 x 31 / 2 41 x 34 / 1 46 x 34 / 1

RHKサイズ 5 31 x 31 / 2 36 x 31 / 2 41 x 34 / 2 46 x 34 / 1

RHKサイズ 6 31 x 31 / 2 36 x 31 / 2 41 x 34 / 2 46 x 34 / 1

ミディアムティビアルコーン
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ジンマー®トラベキュラーメタル™コーン手術手技
SECTION

1

リーマーストップをリーマーの適切なグルーブに装着します

（図 15）。ティビアルコーンリーマーを使用して、リーマース
トップがティビアルコーンリーマーブッシングに当たるまで

リーミングします（図 16）。

ミディアムティビアルコーンサイジングガイドおよびその他

のすべての手術器械を脛骨から取り外します。

手技上のポイント 1.F

ドリリング中はティビアルコーンリーマーブッシングを空
いている手で固定してがたつきをなくし、ドリルを適切な
角度で使用できるようにします。

1  2  3
図15

 
位置番号1に装着したリーマーストップ

図16
 
リーマーストップがブッシングガイドに当たるまで 
リーミングします

インスツルメント

リーマーストップ
00-5452-013-72

ミディアムティビアルコーン
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ジンマー®トラベキュラーメタル™コーン手術手技
SECTION

1

脛骨ブローチング

選択したステムトライアル（ストレートまたはオフセット）に

コーンアライメントロッドを装着したものを、髄腔内に正しい

深さおよび方向で再び挿入します。

最小のミディアムティビアルコーンブローチ（31 × 31）を

コーンアライメントロッド上に配置します（図 17）。「ティビ
アルインプラント設置に向けた準備」のセクションに記載し

た工程による脛骨上のマークを確認します。ティビアルコン

ポーネントのキールとティビアルコーンとの回旋限度を超え

ないようにするため、脛骨上のマークはミディアムティビア

ルコーンブローチ上の外周マークの内側に位置する必要があ

ります（図 18）。

手技上のポイント 1.G

このステムトライアルを髄腔内で確実に固定して次の工程
に備えます。ゆるみがある場合はステムトライアルのサイ
ズを段階的に上げて固定性を確保します。

図18
 
ブローチング前に回旋を確認します

インスツルメント

ミディアムティビアル
コーンブローチ
00-5452-013-31

図17
 
コーンアライメントロッドの上から逐次的にブローチングを
行います

ミディアムティビアルコーン
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ジンマー®トラベキュラーメタル™コーン手術手技
SECTION

1

図20
 
ブローチに対するインパクション

インスツルメント

マレット
00-0155-002-00

図19
 
ティビアルコーンリーマーと一直線に並んでいるブローチ上
の深さマークを確認します

アライメントを確認した後、マレットでブローチにインパク

ションを行い、脛骨をミディアムティビアルコーンインプラ

ントの形状に合わせて前処理します。ブローチ上のリングに

より 1、2または 3の深さを参照します（図 19）。選択したリ
ングが脛骨プラトーと同じ高さになるまでブローチングしま

す。

次に大きなサイズを用いて、ミディアムティビアルコーンの

適切なサイズになるまで、コーンアライメントロッドの上か

ら逐次的にブローチングを行います。各ブローチングが適切

な方向を向くよう注意し、ティビアルベースプレートのキー

ルに対する回旋限度を超えないようにし、また、続くブロー

チングの回旋アライメントを前回のブローチングの回旋と一

致させます（図 20）。

ブローチング完了後、ステムトライアル、ブローチおよびコー

ンアライメントロッドを取り外します。

1  2   3

ミディアムティビアルコーン
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ジンマー®トラベキュラーメタル™コーン手術手技
SECTION

1

トライアルの組立および評価

注意： 多くの場合、ミディアムティビアルコーンインプラン

トはベースプレートの遠位面と同一平面にはなりませ

ん。選択したコーンおよびティビアルコンポーネント

のサイズによっては、ミディアムティビアルコーンイ

ンプラントがティビアルインプラントの遠位面から最

大 10mm離れることがあります。

最終的なラスプのサイズに対応するミディアムティビアル

コーントライアルを新たに前処理した部分に挿入し、適切に

設置されているか確認します（図 21）。

適切なティビアルトレートライアルおよびステムエクステン

ショントライアルを組み立て、前処理した脛骨にコーンを通

して挿入し、適切に設置されているか確認します。

注意： オフセットステムまたは 18mm以上のステムを使用

する場合、ステムトライアルはミディアムティビアル

コーンの遠位面を通した設置ができないため、ステム

トライアル装着前にミディアムティビアルコーントラ

イアルをベースプレートに組み立てます。

コーンおよび脛骨の最終的な設置位置確認

設置手技―セメントレス固定

注意： RHKシステムと併せて使用する場合、TMミディアムティ

ビアルコーンはセメント固定のみ使用可能です。セメン

トを用いる設置については、コーン設置手技―セメント

固定を参照してください。

ティビアルトライアルを取り外し、パルス洗浄で脛骨表面に

残存しているデブリをすべて除去します。

手技上のポイント 1.H

オフセットステムを組み立てる際は、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クをティビ
アルトライアル上のエッチングマークと合わせます。こ
のマークは、オフセットブッシングについて前述したマー
クと対応していることを確認します。

インスツルメント

ミディアムティビアル
コーントライアル
00-5451-013-31

トライアル
エクストラクター
00-5451-006-00

図21
 
正しい位置にあるミディアムティビアルコーントライアル

ミディアムティビアルコーン
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ジンマー®トラベキュラーメタル™コーン手術手技
SECTION

1

インスツルメント

インパクターハンドル
00-5451-002-00

ティビアル
インパクターヘッド

ミディアム
00-5452-013-30

注意： 17mmのストレートステムが、コーンを通して設置で

きる最大直径です。より大きなステムまたはオフセッ

トステムを使用する場合、構造体全体を設置前に組み

立てておく必要があります。骨セメントをコーン内側

の表面に必ず塗布し、適切なセメントマントルを作製

します。

最終的な TMミディアムティビアルコーンを、脛骨内に徒手

で設置します。ミディアムティビアルコーンインパクターヘッ

ドをインパクターハンドルに取り付けます。インプラントに

対するインパクター前面の位置に注意しながら、インパクター

ヘッドを TMミディアムティビアルコーン上に配置し、マレッ

トでインパクターを軽くたたいてコーンを前処理した脛骨腔

内に設置します（図 22）。

注意： コーントライアルおよびインプラントの寸法は同じで

すが、コーンインプラントの表面は多孔性であるため、

コンポーネントトライアルよりも摩擦係数が高くなり

ます。

コーンの外周と脛骨内面との間に間隙が存在する場合、新し

い骨形成を促進させると共に、最終的なティビアルコンポー

ネントを正しい位置にセメント固定する際にセメントがコー

ンと母床骨との界面内に流入するのを防ぐために、すべての

間隙内への移植骨の注入を検討する必要があります。

ステムエクステンションおよびティビアルベースプレートを、

これまでのトライアルで決定した正しい方向に組み立てます。

コーンインプラント内部および脛骨内腔を充填させるのに十

分な量の骨セメントを、ティビアルベースプレート底面に塗

布します。組み立てたインプラントをコーンに挿入します。

回旋アライメントが正しいことを確認し、組み立てたインプ

ラントを打ち込み、余分な骨セメントを除去します。

手技上のポイント 1.I

インプラント設置時に過度の力を加えると、脛骨が骨折す
る場合があります。TMミディアムティビアルコーンの回旋
アライメントが正しいことを確認します。

図22
 
インパクターヘッドをインパクターハンドルに装着します

ミディアムティビアルコーン
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ジンマー®トラベキュラーメタル™コーン手術手技
SECTION

1

設置手技―セメント固定

ティビアルトライアルを取り外し、パルス洗浄で脛骨表面に

残存しているデブリをすべて除去します。

注意： 17mmのストレートステムが、コーンを通して設置で

きる最大直径です。より大きなステムまたはオフセッ

トステムを使用する場合、構造体全体を設置前に組み

立てておく必要があります。

粘度が低い状態で骨セメントをTMミディアムティビアル

コーンの外周に塗布し、前処理した脛骨腔内に挿入します。

対応するサイズのミディアムティビアルコーンインパクター

ヘッドをインパクターハンドルに取り付けます。インパク

ターヘッドをTMミディアムティビアルコーン上に配置し、

マレットでインパクターを軽くたたいてコーンを前処理した

脛骨腔内に設置します。

ステムエクステンションおよびティビアルベースプレート

を、これまでのトライアルで決定した正しい方向に組み立て

ます。コーンインプラント内部および脛骨内腔を充填させる

のに十分な量の骨セメントを、ティビアルベースプレート底

面に塗布します。組み立てたインプラントをコーンに挿入し

ます。回旋アライメントが正しいことを確認し、組み立てた

インプラントを打ち込み、余分な骨セメントを除去します。

手技上のポイント 1.J

インプラント設置時に過度の力を加えると、脛骨が骨折す
る場合があります。TMミディアムティビアルコーンの回旋
アライメントが正しいことを確認します。

ミディアムティビアルコーン
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ジンマー®トラベキュラーメタル™コーン手術手技
SECTION

2
ラージティビアルコーン

概要

トラベキュラーメタルラージティビアルコーンインプラント

（以下、TMラージティビアルコーン）の使用目的は、骨欠損

がある場合に構造体を脛骨近位部内で安定させることです。

選択したコーンによって以下を実現します。

●   脛骨の皮質辺縁部の補強

●   初回の膝関節システムの抜去によって生じうる脛骨近位

部の骨空隙の充填

●   組み立ておよび設置したインプラント（コーンおよびティ

ビアルベースプレート／ステムエクステンション）が、

ティビアルベースプレートを適切に支持すること

注意： TMラージティビアルコーンの使用は、NexGen LCCK

およびRHKシステムとの併用に限定されています。

TMラージティビアルコーンは、膝関節における重度

の変性、外傷またはその他の病態により、TKAが適

応となった場合の使用を意図したものです。NexGen 

RHKシステムと併せて使用する場合、TMラージティ

ビアルコーンはセメント固定のみ使用可能です。一

方、NexGen LCCKシステムと併せて使用する場合、

TMラージティビアルコーンはセメントレス固定また

はセメント固定のいずれも使用可能です。

再置換術を行う場合、ティビアルベースプレートの設置位置

は、（ベースプレートに装着した）ステムエクステンションお

よび髄腔により規定されます。そのため、オフセットもしく

はストレートステムエクステンションまたはその両方を、初

期のコーン選択工程で使用することを検討する必要がありま

す。

TMラージティビアルコーンシステムは、髄腔を基準とする

髄内ガイドを特徴とします。この特徴により、最終設置時に

おいて、コーンがティビアルベースプレート、ステムエクス

テンションと干渉することを避けることができます。さら

に、器械による補助によって、外科医はコーンインプラント

と一致する深さまでの骨切除およびインプラント形状に一致

する骨切除が可能です。
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ジンマー®トラベキュラーメタル™コーン手術手技
SECTION

2
ラージティビアルコーン

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

00-5989-010-10

ミディアムティビアル
コーンサイジング

ガイド
00-5452-013-02

コーンアライメント
ロッド

00-5452-013-20

ラージティビアル
コーントライアル
00-5451-013-51

脛骨の準備

脛骨近位骨切除

リーマーが強固に安定するまで、脛骨に適切な径のリーミン

グを施します。リーマーを取り外し、コーンアライメントロッ

ドと最後に使用したリーマーの径と一致する、ステムトライ

アルを装着します。

適切な IMティビアルブームおよび適切なティビアルカッ

ティングガイドを用いて、脛骨上部を使用するベースプレー

ト用の推奨角度で骨切除します。本工程の手技については、

NexGen LCCK手術手技書および RHKシステム手術手技書で

説明しています。

本工程には髄内器械を使用し、ラージティビアルコーンとティ
ビアルコンポーネントのステムとのアライメントを確保する
ことが非常に重要です。

コーンサイズの評価

コーンアライメントロッドと最後に使用したリーマーのサイ

ズに一致する、ステムトライアルを装着し挿入します。髄腔

内でステムトライアルのがたつきがないことを確認します。

脛骨の骨欠損のサイズを評価し、骨欠損部を覆う最適なサイ

ズの TMラージティビアルコーンを決定します（図 23）。

ティビアルサイジングガイドを用いて、使用するティビアルコ

ンポーネントのサイズを確認します。次ページの表 2を参照し、

目的とするティビアルのサイズと TMラージティビアルコーン

のサイズが適合するかを確認します（図 24）。

手技上のポイント 2.A

ラージティビアルコーントライアルは、骨欠損部を覆うコー
ンの適切なサイズ決定に役立ちます。トライアルを上下逆
さまにした状態で反対側を利用し、最終的なインプラント
が被覆すると考えられる範囲を把握します。

図23
 
コーンアライメントロッドをステムトライアルに装着します

図24
 
ティビアルコンポーネントのサイズを決定します

脛骨の骨欠損のサイズ
を評価します
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ジンマー®トラベキュラーメタル™コーン手術手技
SECTION

2

インスツルメント

ラージティビアル
バーテンプレート
00-5452-013-51

バーテンプレート
ブッシング-
ニュートラル 
00-5452-013-69

図26
 
テンプレートをコーンアライメントロッドに装着します

コーンサイズを決定後、対応するラージティビアルコーンバー

テンプレートを選択し、コーンアライメントロッドの上から脛

骨の回旋位置を決定します（図 25）。ニュートラルバーテンプ
レートブッシングをコーンアライメントロッドの上から、ガイ

ドの近位端にあるスロットに挿入します（図 26）。

表 2

ティビアルベースプレートのサイズ ティビアルコーンのサイズ（mm）

LCCKサイズ 2 51mm x 34mm 55mm x 36mm 該当なし 該当なし

LCCKサイズ 3 51mm x 34mm 55mm x 36mm 該当なし 該当なし

LCCKサイズ 4 51mm x 34mm 55mm x 36mm 該当なし 該当なし

LCCKサイズ 5 該当なし 55mm x 36mm 60mm x 36mm 該当なし

LCCKサイズ 6 該当なし 55mm x 36mm 60mm x 36mm 該当なし

LCCKサイズ 7 該当なし 該当なし 60mm x 36mm 67mm x 38mm

RHKサイズ 2 51mm x 34mm* 55mm x 36mm 該当なし 該当なし

RHKサイズ 3 51mm x 34mm* 55mm x 36mm 60mm x 36mm 該当なし

RHKサイズ 4 51mm x 34mm 55mm x 36mm 60mm x 36mm 該当なし

RHKサイズ 5 51mm x 34mm 55mm x 36mm 60mm x 36mm 67mm x 38mm

RHKサイズ 6 51mm x 34mm 55mm x 36mm 60mm x 36mm 67mm x 38mm

図25
 
適切なサイズのバーテンプレートを選択します

* ニュートラルのアライメントの設定でのみ使用可能な組み合わせを示します。

ラージティビアルコーン
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SECTION

2

インスツルメント

サージエアトーム
ガイドブッシング-
オフセット2mm
00-5452-013-70

図27
 
脛骨に傾斜がある場合のサージエアトームガイドの設置位置

図28
 
サージエアトームガイドを正しい位置に固定します

注意： 脛骨が後方傾斜を伴った骨切除がされている場合、ティ

ビアルミリングガイドの後方は脛骨骨切り面と離れた

状態で設置されます（図 27）。

システムにはオフセットバーテンプレートブッシングも含ま

れています。このブッシングによりラージティビアルコーン

バーテンプレートを内側または外側方向に 2mm移動させる

ことができます。オフセットバーテンプレートブッシングを

テンプレート近位側のスロットに挿入する前に 180°回転させ

ることにより、ラージティビアルコーンバーテンプレートを

内側または外側方向に移動できます。

ラージティビアルコーンバーテンプレートを目的とする方向

に位置決めした後、前方の固定スクリューを締めてラージティ

ビアルコーンバーテンプレートをコーンアライメントロッド

に固定します（図 28）。

手技上のポイント 2.B

選択したサイズのティビアルコーンバーテンプレートによ

り、一部分の骨欠損が完全には被覆されない場合、大き

なサイズを選択する前に、ガイドをオフセットすることで

骨欠損を被覆できるかを確認します。

ラージティビアルコーン
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SECTION

2

インスツルメント

バーテンプレート
固定プレート
00-5452-013-71

ヘッドレスピン
00-5222-039-00

図29
 
バーテンプレート固定プレートを装着します

図30
 
正しい位置にピンで留め、さらなる固定性を確保します

手技上のポイント 2.C

ピンによる固定を最も効率的に行うには、ピンを脛骨内側

でより直角に挿入させることができる角度付きホールを

使用します。脛骨が硬化している場合は破損リスクを低減

するためにピン用ホールをドリリングしてください。

バーテンプレート固定プレートを前方のスロット内にスライ

ドさせ、スクリューを締めて正しい位置に固定することにより、

ピンを用いたさらなる固定を得ることができます（図 29）。

ここでは、NexGen LCCKまたは RHKの手術器械セットに入っ

ているヘッドレスピンをバーテンプレート固定プレートに通

して挿入して、さらなる固定性の確保が可能です（図 30）。

ラージティビアルコーン
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SECTION

2

インスツルメント

ラージティビアル
コーンサージ

エアトーム（単回使用）
00-5452-013-33

ラージティビアル
コーンサージ
エアトームガード
00-5452-013-34

図31
 
バーガードをラージティビアルコーンバー上に 
スライドさせます

図32
 
バーガードのフックをバーテンプレートに引掛けます

骨の前処理

注意： 2種類の異なるバーガードが器械セットに入っています。

7°のガードは 7°の NexGenベースプレートを設置する

場合に、0°のガードは NexGen A/P Wedgeまたは RHK

ベースプレートを設置する場合にそれぞれ使用します。

適切なバーガードをバーの上からスライドさせ、サージエア

トームハンドピースに装着します（図 31）。

注意： 使用するバーは、Φ2.34mmのサージエアトームシャ

ンクが使用可能なミリングハンドピースで使用できま

す。これは、MicroAireシリーズ 1000 Air Motorモジュー

ルにモデル 1930 Microドリルヘッドモジュールを用い

る場合と同様です。

ラージティビアルコーンバーをラージティビアルコーンバー

テンプレート内に配置し、ラージティビアルコーンバーテン

プレートのトラックにバーガードのフックを引掛けます。キャ

プチャリング用トラックに沿わせ、正しい角度を保ちながら

バーテンプレート内に残存している骨を注意しながら削って

いきます（図 32）。骨切りを容易にするために、器械を両手
で操作します。

バーを使用しての骨切り中は十分に水を流してください。

ラージティビアルコーンバーテンプレートのデザインは、キャ

プチャリングされたサージエアトームによる、脛骨の内側、

後方、外側部分の骨切削を可能にするものです。脛骨前方部

分の骨切りは、髄内ステムと干渉してしまうので徒手的に仕

上げる必要があります。また、コーンの解剖学的形状のために、

キャプチャリングによる骨切り面は内側および外側において

適切な深さまで到達することはありません。

手技上のポイント 2.D

バーを使用した骨切り時は、バーガードがバーリング用の

レイルの近位端に常に接するようにします。サージエア

トームガードは回転しないため、スリーブを空いている方

の手で把持した状態でトラックに沿わせると、バーガイド

の操作性が良くなります。

ラージティビアルコーン
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SECTION

2

インスツルメント

ラージティビアル
コーンサージ

エアトームスリーブ
00-5452-013-76

図33
 
コーンの形状をトレースして仕上げ用の参照基準にします

図34
 
サージエアトームをサージエアトームスリーブと 
共に使用し、残存している骨を除去します

図35
 
ラージティビアルコーントライアルを挿入します

前面部の骨切りを仕上げ適切な深さを確保するために、ラー

ジティビアルコーンバーテンプレートをステムトライアルに

沿って取り外します。脛骨上で上下を逆さまにしたラージティ

ビアルコーントライアルの反対側を利用し、作製した骨切除

部の外周にトライアルの反対側の外径をトレースします。コー

ンの前方マークを参照し、コーンの方向が正しいことを確認

します。メチレンブルーまたは電気メスを用いて、骨が残っ

ている部分のトライアル外周をトレースします。この線が骨

切除を仕上げる際のガイドになります（図 33）。

バーガードを取り外し、ラージティビアルコーンバースリー

ブに交換します。このバースリーブによりバーが既存の骨切

り面に対して平らになるため、残存している骨の切除時のガ

イドとして利用できます。

骨切除の深さの確認は、切除部後面の深さを確認すると分か

ります。仕上げ用バースリーブと内側および外側の骨切り面

とを同一平面の状態に維持することにより、手作業で行う骨

切りを適切に行うことができます。前面部に残存している骨

を切除する際には、インプラントトライアル前面部の傾斜に

注意し骨切りしてください（図 34）。

用意したサイズのラージティビアルコーントライアルを徒手

的に挿入し、トライアルが正しく設置されているか評価しま

す。残存骨がある際にはサージエアトームを使用して余分な

骨を除去し、コーントライアルを適切に設置します（図 35）。

ラージティビアルコーン
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SECTION

2

インスツルメント

マレット
00-0155-002-00

ラージティビアル
コーンインパクター

ヘッド 
00-5452-013-35

インパクターハンドル 
00-5451-002-00

図36
 
インプラントにインパクションを行い、 
正しい位置に納めます

コーンおよび脛骨の最終的な設置位置確認

設置手技―セメントレス固定

注意： RHKシステムと併せて使用する場合、TMラージティ

ビアルコーンはセメント固定のみ使用可能です。セメ

ントを用いる設置については、設置手技―セメント固

定を参照してください。

16mm以上のストレートステムを使用する場合、TMラージ

ティビアルコーンを設置前にティビアルベースプレートに組

み立てておく必要があります。オフセットステムを使用する

場合、これらのコンポーネントは常に予め組み立てておく必

要があります。

トライアルおよび手術器械をすべて取り外し、パルス洗浄で

脛骨表面に残存しているデブリをすべて除去します。

選択したサイズの TMラージティビアルコーンを、徒手的に

脛骨内に設置します。対応するサイズのラージティビアルコー

ンインパクターヘッドをインパクターハンドルに取り付けま

す。インパクターヘッドを TMラージティビアルコーン上に

配置し、ハンマーでインパクターを軽くたたいてコーンを骨

切りした脛骨髄腔内に設置します（図 36）。コーントライアル
およびインプラントの寸法は同じですが、コーンインプラン

トの表面は多孔性であるため、コンポーネントトライアルよ

りも摩擦係数が高くなることに注意が必要です。

コーンの外周と脛骨内面との間に間隙がある場合、間隙内へ

の移植骨の注入を検討します。

最終的なインプラントのセメント固定を行う前に、ティビア

ルトライアルのアセンブリーを用いた最終トライアルを推奨

します。

手技上のポイント 2.E

インプラント設置時に過度の力を加えると、脛骨が骨折す

る場合があります。ラージティビアルコーンの回旋アライ

メントが正しいことを確認します。

手技上のポイント 2.F

ティビアルトライアルおよびステムエクステンションをイ

ンパクション用の最終的なツールとして使用すると、コー

ンの適切な設置およびティビアルコンポーネントの正しい

アライメントに役立ちます。

ラージティビアルコーン
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図37
 
インプラントを正しい位置に挿入します

ステムエクステンションおよびティビアルベースプレートを、

これまでのトライアルで決定した正しい方向に組み立てます。

コーンインプラント内部および脛骨内腔を充填させるのに十

分な量の骨セメントをティビアルベースプレート底面に塗布

します。組み立てたインプラントをコーンに挿入します。回

旋アライメントが正しいことを確認し、組み立てたインプラ

ントを打ち込み、はみ出した余分な骨セメントを除去します。

設置手技―セメント固定

トライアルおよび手術器械をすべて取り外し、パルス洗浄で

脛骨表面に残存しているデブリをすべて除去します。

16mm以上のストレートステムを使用する場合、TMラージ

ティビアルコーンを設置前にティビアルベースプレートに組

み立てておく必要があります。オフセットステムを使用する

場合、これらのコンポーネントは常に予め組み立てておく必

要があります。

粘度が低い状態で骨セメントを TMラージティビアルコーンの

外周に塗布し、前処理した脛骨腔内に挿入します。対応するサ

イズのラージティビアルコーンインパクターヘッドをインパク

ターハンドルに取り付けます。インパクターヘッドを TMラー

ジティビアルコーン上に配置し、ハンマーでインパクターを軽

くたたいてコーンを前処理した脛骨腔内に設置します（図 37）。

ステムエクステンションおよびティビアルベースプレートを、

これまでのトライアルで決定した正しい方向に組み立てます。

コーンインプラント内部および脛骨内腔を充填させるのに十

分な量の骨セメントをティビアルベースプレート底面に塗布

します。組み立てたインプラントをコーンに挿入します。回

旋アライメントが正しいことを確認し、組み立てたインプラ

ントを打ち込み、はみ出した余分な骨セメントを除去します。

手技上のポイント 2.H

インプラント設置時に過度の力を加えると、脛骨が骨折す

る場合があります。TMラージティビアルコーンの回旋ア

ライメントが正しいことを確認します。

手技上のポイント 2.G

ティビアルコーントライアルの設置位置を決定した後、

ティビアルベースプレートおよびステムトライアルを設置

した状態で X線検査を行うと、コーンの適切な設置位置

およびティビアルコンポーネントの正しいアライメントの

決定に役立ちます。

ラージティビアルコーン
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骨幹部フェモラルコーン

概要

トラベキュラーメタル骨幹部フェモラルコーンインプラント

（以下、TM骨幹部フェモラルコーン）の目的は、遠位大腿骨

骨幹部の大きな骨欠損および空洞性欠損を充填および再建

し、NexGen LCCKまたはRHKフェモラルコンポーネントを

支持するための安定した土台を確保することです。

注意： TM骨幹部フェモラルコーンの使用は、NexGen LCCK

およびRHKシステムとの併用に限定されています。TM

骨幹部フェモラルコーンは、膝関節における重度の変

性、外傷またはその他の病態により、TKAが適応となっ

た場合の使用を意図したものです。NexGen RHKシス

テムと併せて使用する場合、TM骨幹部フェモラルコー

ンはセメント固定のみ使用可能です。一方、NexGen 

LCCKシステムと併せて使用する場合、TM骨幹部フェ

モラルコーンはセメントレス固定またはセメント固定の

いずれも使用可能です。

選択したTM骨幹部フェモラルコーンは以下の条件を満たす
必要があります。

1.  温存可能な骨を必要以上に切除することなく、大腿骨骨

幹部の欠損領域に設置すること。

2.  選択したフェモラルコンポーネントおよび組み合わせて

使用するステムエクステンションを、TM骨幹部フェモラ

ルコーンを通して挿入し、髄腔内に設置すること。

3.  骨欠損部を適切に充填するために、選択したTM骨幹部

フェモラルコーンを、意図するジョイントラインとは独

立して、フェモラルコンポーネントボックスの近位側に

設置可能にすること。

TM骨幹部フェモラルコーンのデザインは非対称です。高さ

30mmのスモール、ミディアムおよびラージサイズが左右の

バリエーションで用意されています。

TM骨幹部フェモラルコーン、NexGen LCCKまたはRHKフェ
モラルコンポーネントおよび組み合わせて使用するステムエ
クステンションを設置するために、大腿骨および関連する骨
欠損を前処理する必要があります。トライアルとの適合性お
よび安定性を確認しながら、大腿骨を一連のブローチング工
程で前処理します。以下を最適化するために、インプラント
候補を種々組み合わせたトライアルを繰り返してください。

1.  温存可能な骨の切除を最小限に抑えた状態での、TM骨

幹部フェモラルコーンの適合性および安定性

2.  ステムエクステンションの大腿骨髄腔内での適合性

3.  NexGen LCCKまたはRHKフェモラルコンポーネントを

TM骨幹部フェモラルコーン上に設置する位置
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骨幹部フェモラルコーン

図38
 
フェモラル用ボックス切除部の近位面をマーキングします

大腿骨遠位部の準備

NexGen LCCKまたはRHK手術手技書に詳述されている手技

を用いて、大腿骨遠位部を前処理します。フェモラルコン

ポーネントのステム用にリーミングを行い、選択したフェモ

ラルインプラントのボックスを収納するための骨切除を完了

してください。

フェモラルコンポーネントのボックス用に切除を行う際、

ボックスの近位面が見えるようにします。骨欠損のために近

位面を容易に判別できない場合、大腿骨近位部の切除予定箇

所に、電気メスまたはメチレンブルーによるラインでマーキ

ングを行います。このマーキングは、フェモラルブローチを

どの程度の深さまでインパクションを行うのかを決める際の

目安になります（図 38）。

9mmの髄腔リーマーから始め、徐々にリーマー径を大きく

していき、リーマーが安定する直径まで、大腿骨の髄腔を

リーミングします。

TM骨幹部フェモラルコーン用にドリル／リーマーを用いた

処置を最大限に活用し、ブローチを用いた処置を最小限にす

るため、20mmのリーマーでフェモラル用ボックスの前処理

切除の最も近位部から約35mm近位方向までリーミングしま

す。
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図39
 
コーンアライメントロッドを装着したステムトライアルを 
挿入します

図40
 
ステムが髄腔内で確実に固定していることを確認します

インスツルメント

コーンアライメント
ロッド

00-5425-013-20

ストレートステム
エクステンション
トライアル

00-5989-010-10

最後に使用したリーマーと同サイズのステムトライアルを選

択し、コーンアライメントロッドに接続します（図 39）。組
み立てたトライアルを髄腔内にスライドさせ、ステムが適切

な深さになるようにします（図 40）。ステムトライアルは髄
腔内で確実に固定していることを確認します。

骨幹部フェモラルコーン
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図41
 
ブローチをコーンアライメントロッド上にスライドさせます

図42
 
ブローチング中に回旋アライメントを確認します

インスツルメント

骨幹部フェモラル
コーンブローチ
00-5452-017-30

適切なコーンサイズへのブローチング

小さいサイズの骨幹部フェモラルコーンブローチを正しい方

向から、コーンアライメントロッド上にスライドさせます（図
41）。ブローチの前方と大腿骨前部の切除面とが平行になる
ように、ブローチを設置します。コーンとフェモラルコンポー

ネントとの間の回旋自由度はほとんどないため、この設置は

重要です（図 42）。

骨幹部フェモラルコーン
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図43
 
ブローチにインパクションを行います

図44
 
深さが適切であるか確認します

インスツルメント

マレット
00-0155-002-00

正しい回旋アライメントが維持されていることを確認し、ハ

ンマーを用いてコーンアライメントロッドの上から大腿骨内

にブローチを打ち込みます。ラスプのヘッド全体がボックス

切除部の近位面を通過するまで、ブローチラスプへの打ち込

みを継続します（図 43）。骨欠損部の充填に必要であれば、
より深くまでブローチを打ち込みます（図 44）。

ブローチが骨欠損部内で安定しない場合は、次に大きなサイ

ズのブローチの使用を検討し、これまでのブローチング工程

を繰り返します。

手技上のポイント 3.A

ラージサイズの TM骨幹部フェモラルコーンを用いても大

腿骨の大きな骨欠損を十分に充填できない場合は、大腿

骨腫瘍用デバイスの使用を検討します。

骨幹部フェモラルコーン
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図46
 
トライアルの設置位置を確認します

図47
 
トライアルエクストラクターを使用してトライアルを 
抜去します

インスツルメント

骨幹部フェモラル
コーントライアル
00-5451-017-30

トライアル
エクストラクター
00-5451-006-00

図45
 
トライアルを挿入します

選択したサイズの骨幹部フェモラルコーントライアルをブ

ローチングした骨欠損部内に設置し、設置および方向が適切

であるか確認します（図 45、図 46）。

トライアルの抜去には、コーントライアルエクストラクター

ツールをトライアルの内側から接続して使用します（図 47）。

骨幹部フェモラルコーン
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図48
 
組み立てたフェモラルトライアルを用いた仮整復

ステムエクステンショントライアルの
選択

注意： TM骨幹部フェモラルコーンにはストレートステムの

み使用可能です。オフセットステムをコーンインプラ

ントに通しての使用はできません。

ステムを選択する際に重要なのは、組み合わせたコンポーネ

ント全体を大腿骨遠位部内に同時に設置する必要があること

です。各サイズのコーンを通して設置可能なステムの最大直

径を以下に示します。

スモール ― 最大直径は16 mm

ミディアム ― 最大直径は16 mm

ラージ ― 最大直径は17 mm

組み立てたトライアルの位置決め

選択したステムエクステンショントライアルと選択したフェ

モラルコンポーネントトライアル（必要に応じて遠位用およ

び後方用のオーギュメントトライアルを装着したもの）とを

組み立てます。トライアルコーンを大腿骨遠位部の骨欠損

内に、徒手またはインサーターツールで挿入します。次に、

フェモラルコンポーネントトライアル（ステムエクステン

ショントライアルを組み立てたもの）を、コーントライアル

を通して大腿骨の髄腔に挿入します。大腿骨遠位部上のコン

ポーネントのフィッティングおよびアライメントが適切であ

るかを評価します（図48）。

骨幹部フェモラルコーン
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コーン周辺の間隙の充填

骨幹部フェモラルコーントライアルの外周と大腿骨内面との

間に間隙がある場合、間隙内への移植骨注入を検討する必要

があります。次に、骨幹部フェモラルコーントライアルを大

腿骨遠位部内に目的とする深さで設置します。必要であれ

ば、砕いた移植骨をトライアルの裏側に充填し、その後再挿

入します。

移植骨による充填は局所のボーンストックを増強するためで

あり、骨を構造的に支持するためではありません。TM骨幹

部フェモラルコーンは、同種骨移植に依存することなく、母

床骨との接触によって安定性が得られるようなサイズでなけ

ればなりません。

最終トライアル

組み立てたフェモラルコンポーネントトライアル／骨幹部

コーントライアル／ステムトライアルを用いた最終的な仮整

復を、デバイス設置前に行うことを推奨します。結果が良

好であれば、骨幹部フェモラルコーントライアル外周と骨内

面との間の移植骨を損なわないように注意しながら、骨幹部

フェモラルコーントライアルを抜去します。

設置手技―セメントレス固定

注意： RHKシステムと併せて使用する場合、TM骨幹部フェ

モラルコーンはセメント固定のみ使用可能です。セメ

ントを用いる設置については、設置手技―セメント固

定を参照してください。

注意： 骨セメントを用いずにコーンを使用する場合、母床

骨の質と量が十分であることがTM骨幹部フェモラル

コーンおよび関連するコンポーネントを安定・支持さ

せるために極めて重要です。

骨幹部フェモラルコーン
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図49
 
インパクターハンドルをインパクターヘッドに取り付けます

インスツルメント

インパクターハンドル
00-5451-002-00

骨幹部フェモラルコーン
インパクターヘッド
00-5452-017-00

選択したTM骨幹部フェモラルコーンを、ブローチングしたス

ペース内に徒手的に設置します。骨幹部フェモラルコーンイン

パクターをインパクターハンドルに取り付け、TM骨幹部フェ

モラルコーンの表面上に配置します（図49）。インパクター
ヘッドがTM骨幹部フェモラルコーンと完全に接触しているこ

とを確認します。ハンマーでインプラントを軽くたたいて正し

い位置に設置します。インプラントの回旋アライメントおよび

挿入の深さを再現するように注意します。

注意： 回旋アライメントが不良であると過度に深い設置が起

こり、インプラント設置時に過度な力が加わることで

大腿骨が骨折する場合があります。

トラベキュラーメタルは骨との表面摩擦が大きいため、トラ

ベキュラーメタルフェモラルコーンの挿入はトライアルを用

いた場合よりもきつい可能性があります。そのためTM骨幹

部フェモラルコーンを事前に仮整復時に確認した設置位置を

再現するために、移植骨もしくは骨またはその両方の切除が

必要な場合があります。インプランテーション完了後、トラ

ベキュラーメタルと骨との間の接触が良好であり、間隙およ

び空隙がない状態であることを確認します。

セメントを最終的な組み立てたフェモラルコンポーネントに

塗布し、TM骨幹部フェモラルコーンを通してインプラント

を設置します。

注意： TM骨幹部フェモラルコーン用に拡大した穴の内部す

べてを、セメントで充填してください。

ステムエクステンションを装着した最終的なフェモラルコン

ポーネントを、コーンを通して設置し、NexGen LCCK手術

手技書またはRHK手術手技書の記載どおりに挿入します。

手技上のポイント 3.B

正しいアライメントで設置されたインプラントに不測の抵

抗が発生した場合、過度の力を加えることなくインプラン

トを設置するために、骨をさらに切除することが必要な場

合があります。

骨幹部フェモラルコーン
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手技上のポイント 3.C

インプラントを適切に設置するために、大量の骨セメント

を塗布しないようにしてください。大腿骨が骨折するリス

クも低減させることができます。

設置手技―セメント固定

粘度が低い状態で骨セメントをTM骨幹部フェモラルコーン

の外周に塗布します。

選択したTM骨幹部フェモラルコーンを、ブローチングした

スペース内に徒手的に設置します。骨幹部フェモラルコー

ンインパクターをインパクターハンドルに取り付け、TM骨

幹部フェモラルコーンの表面上に配置します。インパクター

ヘッドがTM骨幹部フェモラルコーンと完全に接触している

ことを確認します。ハンマーでインプラントを軽くたたいて

余分な骨セメントを除去しながら正しい位置に設置します。

注意： インプラント設置時に過度の力を加えると、大腿骨が

骨折する場合があります。

必要に応じて選択した遠位用または後方用のオーギュメント

を、ステムエクステンションと共に、NexGen LCCKまたは

RHKフェモラルインプラントに取り付けます。フェモラルコ

ンポーネント内面に「骨セメントのコーン」を形成します（顆

間ボックス領域を含み、フェモラルコンポーネントのステム

エクステンションまで）。セメントはコーン内腔を充填する

のに十分な量を用意してください。

注意： TM骨幹部フェモラルコーン用に拡大した穴の内部す

べてを、セメントで充填してください。

ステムエクステンションを装着した最終的なフェモラルコン

ポーネントを、コーンを通して設置し、NexGen LCCK手術

手技書またはRHK手術手技書の記載どおりにインパクショ

ンを行います。

骨幹部フェモラルコーン
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骨幹端フェモラルコーン

概要

トラベキュラーメタル骨幹端フェモラルコーン（以下、TM骨

幹端フェモラルコーン）の目的は、大腿骨遠位部の大きな骨

欠損および空洞性欠損を充填および再建し、NexGen LCCK

またはRHKフェモラルコンポーネント用の安定した土台を

提供することです。

注意： TM骨幹端フェモラルコーンの使用は、NexGen LCCK

およびRHKシステムとの併用に限定されています。

TM骨幹端フェモラルコーンは、膝関節における重度

の変性、外傷またはその他の病態により、TKAが適

応となった場合の使用を意図したものです。NexGen 

RHKシステムと併せて使用する場合、TM骨幹端フェ

モラルコーンはセメント固定のみ使用可能です。一

方、NexGen LCCKシステムと併せて使用する場合、

TM骨幹端フェモラルコーンはセメントレス固定また

はセメント固定のいずれも使用可能です。

選択したTM骨幹端フェモラルコーンは以下の条件を満たす
必要があります。

●   温存可能な骨を著しく切除することなく大腿骨内腔を補

強すること。

●   選択したフェモラルコンポーネントおよびステムエクス

テンションを、コーンを通して挿入し、大腿骨の髄腔内

に設置すること。

●   十分な構造的支持性により荷重を大腿骨遠位部に伝達お

よび分配させてTKAを支持するために、組み立てたフェ

モラルコンポーネントおよびステムエクステンションを

挿入して大腿骨遠位部を安定化および再建させること。

●   適切な上顆軸アライメントを再建するために、フェモラ

ルコンポーネントの回旋を調節可能にすること。

TM骨幹端フェモラルコーンのデザインは非対称です。ス

モール、ミディアムおよびラージサイズで左右の構成が用意

されています。
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TM骨幹端フェモラルコーンおよびNexGen LCCKまたは

RHKフェモラルコンポーネントおよび取り付けるステムエク

ステンションを挿入するために、大腿骨および骨欠損を前処

理する必要があります。骨を切除および切削し、インプラン

トトライアルとの適合性および安定性を確認する工程を繰り

返し、大腿骨の処置を行います。

以下を最適化するために、種々のインプラント組み合わせを

想定したトライアルを繰り返してください。

1.  温存可能な骨の切除を最小限に抑えた状態での、TM骨

幹端フェモラルコーンの適合性および安定性

2.  ステムエクステンションの大腿骨髄腔内での適合性

3.  NexGen LCCKまたはRHKフェモラルコンポーネントの

設置位置
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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

00-5989-010-10

コーンアライメント
ロッド

00-5452-013-20

手技上のポイント 4.A

ステムエクステンションの直径が小さいほど、フェモラル

コンポーネントに対する骨幹端フェモラルコーンの設置位

置のフレキシビリティが大きくなります。

大腿骨遠位部の準備

NexGen LCCKまたはRHK手術手技書に詳述されている手技

を用いて、大腿骨遠位部の処置を行います。フェモラルコン

ポーネントのステム用の処置を行い、選択したフェモラルイ

ンプラントが設置できるよう骨切除を行ってください。

ステムエクステンショントライアルの
選択

ステムの選択工程で重要なことは、コンポーネントを組み立

てた状態で大腿骨遠位部内に設置する必要があることです。

各サイズのコーンに適合するステムの最大直径を以下に示し

ます。

スモール ― 最大直径は16 mm

ミディアム ― 最大直径は16 mm

ラージ ― 最大直径は17 mm

大きな直径のステムまたはオフセットステムを使用する場合

は、設置前にコーンとフェモラルコンポーネントをセメント

固定しておく必要があります。

9mmの髄腔リーマーから始め、徐々にリーマー径を大きく

していき、リーマーが安定する直径まで、大腿骨の髄腔を

リーミングします。

適切な直径のステムエクステンショントライアルを選択し、

コーンアライメントロッドに取り付けます。ステムトライア

ルを髄腔内に挿入します。ステムトライアルは髄腔内で安定

していることを確認します。

骨幹端フェモラルコーン
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インスツルメント

骨幹端フェモラル
コーントライアル
00-5451-020-35

図50
 
コーンの上下を逆さまにして、骨欠損部の前後のサイズを 
評価します

図51
 
コンポーネントトライアルを使用して骨欠損部のサイズ 
および位置を評価します

手技上のポイント 4.B

骨幹端フェモラルコーントライアルの上下を逆さまにして、

コーンが収納される遠位部空隙のサイズをシミュレートし

ます。これは、骨欠損部の前後および内外側の設置位置を

髄腔の中心に対して評価するのに役立ちます（図50）。

フェモラルコーンサイズの選択

骨欠損部の大きさおよび深さに近い、骨幹端フェモラルコー

ントライアルを選択し、ステムエクステンショントライアル

上から挿入し、髄腔に対するサイズおよび位置を確認しま

す。

選択したステムエクステンショントライアルとフェモラルコ

ンポーネントトライアル（必要に応じて後方用のオーギュメ

ントトライアルを装着したもの）とを組み立てます。骨幹端

フェモラルコーントライアルを大腿骨の髄腔に挿入します。

次に、フェモラルコンポーネントトライアル（ステムエクス

テンショントライアルを装着したもの）を、コーントライア

ルを通して大腿骨の髄腔に挿入します。安定性を確認しなが

ら骨の損失を最小限にし、さらにフェモラルコーンの適合性

および安定性を最適化するために、1種類以上のコンポーネ

ントトライアルによる異なる組み合わせが必要か評価します

（図51）。

骨幹端フェモラルコーン
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図52
 
余分な骨を除去します

図53
 
コーントライアルとの適合性を確認します

組み立てたフェモラルトライアルを抜去し、選択した骨幹端

フェモラルコーン（および組み立てたフェモラルコンポーネ

ント）が大腿骨遠位部に正しく設置されるように、サージエ

アトームを使用して大腿骨遠位部から内面の余分な骨を除去

します（図52）。

この工程を必要に応じて繰り返します。組み立てたコンポー

ネントトライアルを髄腔に挿入可能であるか、ならびにコー

ントライアルとフェモラルトライアルとのアセンブリーが大

腿骨遠位部内に適切に設置可能であるかを繰り返し評価しま

す。フェモラルコンポーネントのすべてのアライメントをこ

の段階で評価してください（図53）。

骨幹端フェモラルコーン
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コーン周辺の間隙の充填

コーントライアルの外周と大腿骨内面との間に間隙がある場

合、間隙内への移植骨注入を検討する必要があります。次に、

フェモラルコーントライアルを間隙内に目的とする深さで配

置します。必要であれば、砕いた移植骨をトライアルの裏側

に充填し、その後再挿入します。最終的に、十分な安定性を

確保するまで移植骨をコーントライアル周囲に充填します。

最終トライアル

設置前に、すべてのコンポーネントトライアルを用いた仮整

復を行ってください。結果が良好であれば、フェモラルコー

ントライアル外周と骨内面との間の移植骨を損なわないよう

に注意しながら、フェモラルコーントライアルを抜去します。

設置手技―セメントレス固定

注意： RHKと併せて使用する場合、TM骨幹端フェモラルコー

ンはセメント固定のみ使用可能です。セメントを用い

る設置については、設置手技―セメント固定を参照し

てください。

骨幹端フェモラルコーン
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インスツルメント

インパクターハンドル
00-5451-002-00

骨幹端フェモラルコーン
インパクターヘッド
00-5452-017-00

図54
 
インパクターハンドルをインパクターヘッドに装着します

図55
 
コーンにインパクションを行い正しい位置に納めます

手技上のポイント 4.D

インプラント設置時に過度の力を加えると、大腿骨が骨
折する場合があります。

トラベキュラーメタル材と骨とのインターフェイスにある間

隙を、移植骨で充填する必要がある場合があります。骨切

除、骨切削、設置の手順およびフェモラルコーントライアル

を用いた仮整復を繰り返すことにより、フェモラルコーンの

安定性および適合性を評価します。

十分な支持性および安定性が得られたことをフェモラルコー

ントライアルで確認した後、TM骨幹端フェモラルコーンを

徒手的に挿入します。コーンインパクターハンドルを骨幹端

フェモラルコーンインパクターヘッドに装着します（図54）。

フェモラルコーンインパクターをインプラントの遠位端上

に設置し、インパクターハンドルをハンマーで軽くたたき、

コーンを正しい位置に設置します（図55）。

トラベキュラーメタルは骨との摩擦が大きいため、TM骨幹

端フェモラルコーンの挿入はトライアルを用いた場合よりも

きつい可能性があります。TM骨幹端フェモラルコーンを完

全に設置するために、移植骨もしくは骨またはその両方の切

除が必要な場合があります。設置完了後、トラベキュラーメ

タルと骨との間の接触が良好であり、間隙や空隙がない状態

であることを確認します。

ステムエクステンションを装着した最終的なフェモラルコン

ポーネントを、コーンを通して設置し、NexGen LCCK手術

手技書またはRHK手術手技書の記載どおりにインパクショ

ンを行います。

骨幹端フェモラルコーン
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手技上のポイント 4.E

インプラント設置時に過度の力を加えると、大腿骨が骨

折する場合があります。

手技上のポイント 4.F

骨折のリスクを低減するために、セメントを重合過程の

早期に塗布し設置することを強く推奨します。

設置手技―セメント固定

粘度が低い状態で骨セメントをTM骨幹端フェモラルコーン

の外周に塗布します。コーンインパクターハンドルを骨幹端

フェモラルコーンインパクターヘッドに装着します。

フェモラルコーンを処置した髄腔に挿入し、フェモラルコー

ンインパクターをインプラントの遠位端上に配置します。ハ

ンマーでフェモラルコーンインパクターハンドルを軽くたた

いてインプラントを処置した大腿骨髄腔に挿入し、余分な骨

セメントを除去します。

骨セメントの量および粘度により、トライアル使用時よりも

フィッティングがきつくなる場合があります。

ステムエクステンションを装着したフェモラルコンポーネン

トを、コーンを通して設置し、NexGen LCCK手術手技書ま

たはRHK手術手技書の記載どおりにインパクションを行い

ます。

骨幹端フェモラルコーン
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