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記号
記号には、次のようなものがあります。

•	 左

•	 右

•	 内反/外反

•	 内側/外側

•	 標準

•	 インプラント禁止–インプラント用ではありません

•	 ロック

•	 アンロック

•	 前方基準

•	 打ち込み禁止

•	 セメント固定

•	 ステム付

•	 挿入専用

はじめに

Persona® Trabecular Metal™ Tibiaは安定した固定性とモジュラー式のデザインを兼ね備え、後十字靭帯温存型
(CR)、メディアルコングルエント型（MC）、ウルトラコングルエント型（UC）、および後方安定型（PS）ベアリング
と互換性があり共に使用することができます。また、モジュラー方式であるために、強固に固定しているティビ
アコンポーネントの再置換の際も、必要に応じてベアリングのみの置換ができます。

幅広い種類のコンポーネントのサイズ、形状、および拘束オプションが、コンポーネントの適切な適合や軟部
組織のバランスをサポートします。外科医は、midvastus アプローチ、subvastus アプローチ、または内側傍膝蓋
関節切開術を選択することができます。

利用できるインプラントの拘束オプションについてはPersona手術手技書を参照してください。

ポーラスティビアコンポーネントによる関節形成術を成功させるには、手術手技書に記載されている手技のヒ
ントおよび以下の記載事項を参照してください。 

-  切除した骨とトラベキュラーメタルインプラントとの接触を最大限にするには、正確で平らな骨の切除が
重要です。 

-  ペグホールが十分な深さにドリリングされ、デブリがないことを確認します。

-  矢状面および冠状面の両方で、インサーターを用いて打ち込みをガイドし、打ち込み中はインプラントの
下表面が脛骨の切除面と平行になっていることを目視確認します。

磁気の使用

 警告：Personaシステムの一部の器具には磁石が含まれます。Persona磁気器具すべてが、患者の埋め込み型
医療機器（ペースメーカー等）から安全な距離を保つようにしてください。これらの機器は磁石により悪影響
を受けるおそれがあります。磁石を含む器具は、しかるべき台の上に置くか、手術部位で使用しない場合に
は動かさないようにします。

ロック

内側/外側

左

打ち込み禁止

アンロック

標準

右

セメント固定

挿入専用

インプラント禁止 
-インプラント用ではありません

内反/外反

ステム付

前方基準

M/L Std
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* 注：2.5 mm メス六角スクリューおよび 2.5 mm オス六角ドライバーは、皮質骨には使用しないでください。	
使用した場合、ドライバーのストリッピングが発生する可能性が増します。

スクリュー/ピンについて 

Personaシステムに使用できるピンとスクリューは以下になります。本ピンとスクリューを使用する場合には、
取り外してから閉創してください。これらのピンとスクリューはインプラントできません。

スクリュー/ 
ピン 製品名/番号 ドライバー

出荷形態 
（滅菌済み/未滅菌）

1 パッケージ 
当たりの数量 単回使用

25 mm x 2.5 mm  
メス 六角スクリュー  
42-5099-025-25*

2.5 mm オス 六角	
ドライバー  
42-5099-025-00*

滅菌済み 2 はい

75 mm x 3.2 mm トロ
カール付刃ドリルピン
（2.5 mm 六角）  
00-5901-020-00

ピン/スクリュー	
インサーター  
00-5901-021-00

滅菌済み 4 はい

六角ヘッド	
付スクリューピン  
33 mm 長  
00-5901-035-33

ピン/スクリュー	
インサーター  
00-5901-021-00

滅菌済み 2 はい

MIS Quad-Sparing  
トータルニー  
ヘッド付スクリューピン 
48 mm 長  
00-5983-040-48

スクリュー	
インサーター/ 
エクストラクター 
00-5983-049-00

滅菌済み 1 はい

25 mm  
ショートヘッド付ピン  
00-5977-056-03 マルチピンプーラー 

00-5901-022-00

未滅菌 1 いいえ

はじめに（続き）
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脛骨のサイジングと仕上げ
脛骨の骨棘を除去した後、脛骨の骨切面にオーバ
ーハングせず良好な被覆が得られる、左もしくは
右用のティビアサイジングプレートを選択します	
（図 1）。

脛骨回旋アライメントは、脛骨粗面の内側	1/3	および	
PCL付着部によって決定された前後軸の5°以内を
推奨します。ティビアサイジングプレートに刻まれ
た線は、希望する脛骨の回旋を設定する際のガイド
として使用することができます（図2）。

ティビアサイジングプレートを希望する回旋アライ
メントに合わせます。ティビアサイジングプレートの
外側周辺部にあるノッチは、サイジングプレートの
内側設置を防ぎ、脛骨の外側の縁と適切に位置合
わせする際に役立ちます。

 手技のヒント：選択したティビアサイジングプレ
ートで脛骨切除面の平面度を確認します。ティビ
アサイジングプレートを前後、内外へ揺らしてみ
ます。揺れがあれば、切除面が平面でないことを
示します。平らに骨切りすることにより、脛骨切
除面とインプラントの間で強固で適切な接触を
得ることができます。

 骨切りが平面ではない場合は、TMティビアコン
ポーネントは脛骨近位部にセメント固定する必
要があります。

脛骨の切除
切除手順の詳細については、Persona手術手技書の
「脛骨の近位部切除」を参照してください。

ポーラスコンポーネントの設置には、特に注意が
必要です。Persona トラべキュラーメタルティビア
コンポーネント（以下「TMティビアコンポーネン
ト」）と骨の間の接触が適切か確認する場合、近
位脛骨が平らに切除されていることが重要です。
六角のペグをドリリングする前に、近位脛骨が平
らに切除されているかを評価します。

 手技のヒント：皮質骨から海綿骨のように骨が
高密度から低密度へ移行する領域は、ソーブレ
ードによる骨の剥離や、むらのある骨切りの原
因となることがあります。これらの領域を切除
するときには注意し、ボーンソーを高速で作動
します。ただし、ゆっくりと前進させてむらなく
切除するようにしてください。

サイジングプレートを骨に固定する前に、骨質を
評価します。骨質が不十分な場合、TM	ティビアコ
ンポーネントを脛骨近位部にセメント固定する必
要があります。

 手技のヒント：骨質は、脛骨プラトーの顆間領
域で骨に触れることで調べることができます。
骨を指で軽く押すと沈み込む場合、TMティビア
コンポーネントは脛骨近位部にセメント固定す
る必要があります。

これらのピンホールにショートヘッ
ドピンを挿入しないでください。

図 3図 1

固定には、PCL のカット	
アウト付近にある内側	
および外側のピンホール	
を使用します。

1. 取り付ける/
解除する

2. 挿入する

図 2
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脛骨のサイジングと仕上げ（続き）
ティビアサイジングプレートを適切な位置に設置
し、25mm x 2.5mmスクリューもしくは25mmショート
ヘッド付きピンを、ティビアサイジングプレートの後
方のPCLのカットアウト付近にある内外側のピンホー
ルへ挿入し固定します。残りのピンホールは必要に
応じて使用することができます。

注 意記号が記されているピンホールには		
25mm X 2.5mm スクリューのみ使用できます。ティビ
アサイジングプレートが適切な位置に固定されてい
るか確認します。

 手技のヒント：ティビアサイジングプレートハン
ドルを叩かないでください。この器械はアライ
メントを確認する目的で設計されています。テ
ィビアサイジングプレートハンドルのホールま
たはスロットでカプラー付きアライメントロッド
を使用して、適切なティビアコンポーネントの内
反/外反アライメントを確認します。（内反/外反
切除の修正については、Persona手術手技書を
参照してください。）

 手技のヒント：ティビアサイジングプレートの前
方内側のピンホールにスクリューを挿入する場
合、ティビアサイジングプレートが適切な位置
にあり、後方で持ち上がっていないことを確認
します。

ティビアサイジングプレートが適切な位置にあること
を確認してから骨に固定します。アライメントロッドを
用いてアライメントが適切であることを確認したら、
ティビアサイジングプレートからハンドルを取り外し
ます（図4）。

ペルソナトラベキュラーメタル 
サイジングプレート  
サイズ F 左  
42-5398-075-11

ペルソナ脛骨 
サイジング 
プレートハンドル  
 42-5399-017-00

25 mm x 2.5 mm  
メス 六角ヘッド 
スクリュー  
42-5099-025-25

2.5 mm オス 六角 
ドライバー  
42-5099-025-00

25 mm  
ショートヘッド付ピン
00-5977-056-03

カプラー付き 
アライメントロッド  
00-5785-080-00

図 4
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図 7

図 8図 6

 警告：一旦、TM	ティビアコンポーネントの２つの
ペグホールをドリリングした後では、ペグの位置
が異なり互換性がないために他のサイズのTM	
ティビアコンポーネントを使用することはでき
ません。

トライアル
大腿骨、脛骨、および膝蓋骨の処理が完了したら、
すべてのトライアルを挿入し、可動域と関節の安定
性を確認します（図	8）。さらに、ティビアサイジン
グプレートが脛骨切除面と均一に接触しているこ
とを確認します。必要な軟部組織の切離を行いま
す。仮整復が完了したら、すべてのトライアルを取
り除きます。

脛骨のサイジングと仕上げ（続き）
TM 	ティビアコンポーネントのペグの位置は、	
サイズごとに異なるため、ペグドリルを行う前に、
適切なサイズを選択することが重要です。一連の
手順が終了した後でサイズを変更することはでき
ません。

必要に応じて、脛骨のドリリングを行う前に大腿骨
を仕上げ、ティビアサイジングプレートを適切に設
置した状態で仮整復を行い、可動域および軟部組
織バランスを確認することができます。

適切な位置にティビアサイジングプレートを固
定します。ティビアサイジングプレートと同じサ
イズのTM	ティビアドリルガイドを選択し、TM	テ
ィビアドリルガイドの後方タブをティビアサイ
ジングプレートのアンダーカット部にはめ込み	
(図5)、TMティビアドリルガイドがティビアサイジン
グプレートに適切に設置されていることを確認し
ます（図6）。

TMティビアドリルを用いて、ドリルガイドの底に達
するまでドリリングします（図 7）。 

ペルソナトラベキュラーメタル 
ドリルガイド 
42-5398-020-06

ペルソナ脛骨 
サイジング 
プレートハンドル  
42-5399-017-00 

ペルソナトラベキュラーメタル 
サイジングプレート 
 サイズ F 左  
42-5398-075-11

ペルソナ PS 大腿骨 
トライアル サイズ 7 左 
42-5007-062-01

図 5



7 | Persona Trabecular Metal Tibia Surgical Technique

図 9 図 10a 図 10b

ペルソナトラベキュラーメタル 
脛骨トレイ サイズ F 左 
42-5300-075-01

ペルソナロッキングティビア 
インサーター サイズ E-F  
42-5398-092-05

コンポーネントの設置
インプラントを選択したら、大腿骨、脛骨、および
ベアリング用に選択したサイズに互換性があるか
最終的に確認します。

インサーター/インプラントの組立

ティビアインサーターのレバーを押し下げ、遠位側
のメタルタブを拡張します（図	9）。タブがTMティ
ビアコンポーネントの中央部にあるダブテールに
挿入されます。タブがダブテールにかみ合うまで、
ティビアインサーターを後方にスライドさせます	
(図10a)。レバーを離して、ティビアインサーターを
TMティビアコンポーネントに固定します。ティビア
インサーターがTMティビアコンポーネントの近位
部表面とぴったり合って固定されていることを確
認します(図10b)。

Persona	 TMティビアコンポーネントは、ボーンセメ
ントの有無にかかわらず設置することができます	
（セメントまたはセメントレス固定を選択）。

後方 前方
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が異なり互換性がないために他のサイズのTM	
ティビアコンポーネントを使用することはでき
ません。

トライアル
大腿骨、脛骨、および膝蓋骨の処理が完了したら、
すべてのトライアルを挿入し、可動域と関節の安定
性を確認します（図	8）。さらに、ティビアサイジン
グプレートが脛骨切除面と均一に接触しているこ
とを確認します。必要な軟部組織の切離を行いま
す。仮整復が完了したら、すべてのトライアルを取
り除きます。

脛骨のサイジングと仕上げ（続き）
TM 	ティビアコンポーネントのペグの位置は、	
サイズごとに異なるため、ペグドリルを行う前に、
適切なサイズを選択することが重要です。一連の
手順が終了した後でサイズを変更することはでき
ません。

必要に応じて、脛骨のドリリングを行う前に大腿骨
を仕上げ、ティビアサイジングプレートを適切に設
置した状態で仮整復を行い、可動域および軟部組
織バランスを確認することができます。

適切な位置にティビアサイジングプレートを固
定します。ティビアサイジングプレートと同じサ
イズのTM	ティビアドリルガイドを選択し、TM	テ
ィビアドリルガイドの後方タブをティビアサイ
ジングプレートのアンダーカット部にはめ込み	
(図5)、TMティビアドリルガイドがティビアサイジン
グプレートに適切に設置されていることを確認し
ます（図6）。

TMティビアドリルを用いて、ドリルガイドの底に達
するまでドリリングします（図 7）。 

ペルソナトラベキュラーメタル 
ドリルガイド 
42-5398-020-06

ペルソナ脛骨 
サイジング 
プレートハンドル  
42-5399-017-00 

ペルソナトラベキュラーメタル 
サイジングプレート 
 サイズ F 左  
42-5398-075-11

ペルソナ PS 大腿骨 
トライアル サイズ 7 左 
42-5007-062-01

図 5
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コンポーネントの設置（続き）
セメントレス固定オプション
TMティビアコンポーネントの設置前に、切除した
脛骨の表面を平らにし、骨のデブリや断片を取り
除く必要があります。
準備した骨にTMティビアコンポーネントを挿入す
るのに十分なスペースができるように、脛骨を前方
に引き出します。
設置する前に、骨片などが付着しないように注意
して、インプラントを清潔に保ちます。六角形をし
た2本のペグと脛骨近位部に作成したペグホール
の位置を揃えます。インプラントの下表面および
脛骨近位部が互いに平行であることを確認しなが
ら、TMティビアコンポーネントをゆっくりと叩きま
す(図11a および図11b）。TMティビアコンポーネント
が完全に設置されるまで打ち込みを続けます。TM
ティビアコンポーネントが脛骨近位部の切除面に
完全に設置されたことを目視で確認します。ティビ
アインサーターのレバーを押し下げて、インプラン
トからインサーターを離します。ハンドルがTMティ
ビアコンポーネントから離れ、上方に移動します	
（図12）。ハンドルを後方に傾け、プレートからイ
ンサーターの遠位側のタブを外します（図	13）。取
り外したインサーターは必要に応じてロッキング
しない状態でインパクターとして使用することが
できます。

 警告：インサーターのリリースレバーを叩かない
でください。

図 11a 図 12 図 13 図 14図 11b

 警告：脛骨プラトーにおいて骨密度が均一でない
場合、どちらかのペグがもう一方のペグよりも容
易に固定できることがあります。打ち込みが均一
でない場合、初期固定を弱めることがあります。

 警告：TMティビアコンポーネントを固定してい
る間、ティビアインサーターのレバーを開閉する
と、初期固定を弱めることがあります。

 注：打ち込み後は、TMティビアコンポーネント
が切除した脛骨と均一に接触しており、インプ
ラントと骨の間に隙間がないことを確認するこ
とが重要です（図	14）。インプラントと骨の間に
隙間がある場合は、固定、支持、または安定性
が不十分になることがあります。

 注：TMティビアコンポーネントの支持および固
定性を十分得るためには、患者の骨密度および
骨質を評価しておく必要があります。骨質や骨
密度が不十分な場合は、TMティビアコンポーネ
ントをセメント固定する必要があります。

ペルソナトラベキュラーメタル 
脛骨トレイ サイズ F 左 
42-5300-075-01

ペルソナロッキングティビア 
インサーター サイズ E-F  
42-5398-092-05
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骨にTMティビアコンポーネントを挿入するのに十
分なスペースができるように、脛骨を前方に引き出
します。TMティビアコンポーネントにはセメント以
外塗布しないでください（抗生剤やその他の物質
にインプラントを浸さないでください）。セメント
を塗布する前に、インプラントを清浄してデブリが
ない状態にします。脛骨とTMティビアコンポーネ	
ントの位置を合わせ、ティビアインサーターを用い
てティビアコンポーネントが完全に固定されるま
で打ち込みます。

TMティビアコンポーネントからインサーターを取り
外すためにレバーを押し下げます。TMティビアコンポ
ーネントからハンドルを上方向へ離します（図	17）。
ハンドルを後方に傾け、プレートからインサーターの
遠位側のタブを外します（図	18）。

取り外したインサーターは必要に応じてノンロッキ
ングインサーターとして使用することができます。

余分なセメントを完全に取り除きます。セメントが完
全に硬化してから、ベアリングトライアルを挿入して
可動域を確認します。

コンポーネントの設置（続き）
セメント固定オプション

TMティビアコンポーネントはベースプレートと骨と
の間にのみセメントを塗布して設置します。TM	ペ
グの部分にはセメントを塗布せず設置します。混
合、作業、時間設定などメーカーのガイドラインに
従ってセメントを混合し準備します。TMティビアコ
ンポーネントまたは骨に塗布しやすいよう、骨セメ
ントは柔らかい状態で塗布します。骨セメントは
TMティビアコンポーネントのベースプレート上に均
一に直接塗布します。TMティビアコンポーネント
に確実にセメントが密着し、隙間なく塗布される
ように注意を払う必要があります。TMペグを覆う
ため、手術器械セットにセメントマスクを用意して
います。セメントマスクは、骨セメントがトラベキュ
ラーメタルペグに付着するのを防ぎます（図	15）。	
また、セメントマスクは、作製したペグホールを塞
いで骨セメントの進入を防ぐことができるため、骨
セメントを脛骨近位部に塗布することもできます（
図	16）。セメントをTMティビアコンポーネントに塗
布したら、セメントマスクを取り外します。

トラベキュラーメタル脛骨 
セメントマスク  
00-5887-055-00

ペルソナトラベキュラーメタル脛骨 
トレイ サイズ F 左 
42-5300-075-01

図 15

図 17 図 18図 16
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コンポーネントの設置（続き）
セメントレス固定オプション
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脛骨近位部が互いに平行であることを確認しなが
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す(図11a および図11b）。TMティビアコンポーネント
が完全に設置されるまで打ち込みを続けます。TM
ティビアコンポーネントが脛骨近位部の切除面に
完全に設置されたことを目視で確認します。ティビ
アインサーターのレバーを押し下げて、インプラン
トからインサーターを離します。ハンドルがTMティ
ビアコンポーネントから離れ、上方に移動します	
（図12）。ハンドルを後方に傾け、プレートからイ
ンサーターの遠位側のタブを外します（図	13）。取
り外したインサーターは必要に応じてロッキング
しない状態でインパクターとして使用することが
できます。

 警告：インサーターのリリースレバーを叩かない
でください。

図 11a 図 12 図 13 図 14図 11b

 警告：脛骨プラトーにおいて骨密度が均一でない
場合、どちらかのペグがもう一方のペグよりも容
易に固定できることがあります。打ち込みが均一
でない場合、初期固定を弱めることがあります。

 警告：TMティビアコンポーネントを固定してい
る間、ティビアインサーターのレバーを開閉する
と、初期固定を弱めることがあります。

 注：打ち込み後は、TMティビアコンポーネント
が切除した脛骨と均一に接触しており、インプ
ラントと骨の間に隙間がないことを確認するこ
とが重要です（図	14）。インプラントと骨の間に
隙間がある場合は、固定、支持、または安定性
が不十分になることがあります。

 注：TMティビアコンポーネントの支持および固
定性を十分得るためには、患者の骨密度および
骨質を評価しておく必要があります。骨質や骨
密度が不十分な場合は、TMティビアコンポーネ
ントをセメント固定する必要があります。

ペルソナトラベキュラーメタル 
脛骨トレイ サイズ F 左 
42-5300-075-01

ペルソナロッキングティビア 
インサーター サイズ E-F  
42-5398-092-05



10 | Persona Trabecular Metal Tibia Surgical Technique

図 19

コンポーネントの設置（続き）
フェモラルコンポーネントの設置

TMティビアコンポーネントがフェモラルコンポー
ネントよりも先に設置されている場合、大腿骨の
後顆がTMティビアコンポーネントのレール後方に
嵌らないようにTASPのボトムをTMティビアコンポ
ーネントに設置します。膝を90度に屈曲して、フェ
モラルコンポーネントを骨に設置したら、フェモラ
ルコンポーネントを後顆軸と平行にして打ち込み	
ます。その際、後顆がTMティビアコンポーネントと
接触しないように注意します。

ペルソナトラベキュラーメタル脛骨 
トレイ サイズ F 左  
42-5300-075-01

ペルソナ TASP 左 EF ボトム、 
+0 mm 
42-5170-005-05

PS フェモラル　 
スタンダード サイズ 7 左 
42-5008-062-01

ペルソナロッキングティビア 
インサーター サイズ E-F  
42-5398-092-05

大腿骨挿入手順の詳細については、Persona手術
手技書の「コンポーネントの挿入」の項を参照して
ください。
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ペルソナ関節面サーフェイスインサーター 
42-5299-001-00

コンポーネントの設置（続き）
ベアリングの設置
ベアリングインサーターは、ティビアコンポーネント
に対しベアリングに下方と後方へ力を加え挿入する
ものです。脛骨の可動域によって決定されるサイズ、
左右、拘束性、および厚さに基づいて、適切な脛骨ベ
アリングを選択します。

TMティビアコンポーネント上にベアリングを配置
し、最終的な固定のために、前方から後方へ力を
加えて、TMティビアコンポーネントと脛骨ベアリン
グを適切にかみ合わせます。これには、インサータ
ーを用いて、最終的な固定のためにTMティビアコ
ンポーネントと脛骨ベアリングを適切にかみ合わ
せることが必要です。後十字靱帯のためのカットア
ウト付近を下方に押して、片方の手でベースプレー
トの表面を安定させます（図 20a）。

TMティビアコンポーネントの前面にある接合スロッ
トにベアリングインサーターのフックをはめ込み、
人差し指でレバーを閉じます。

これによりインサーターとTMティビアコンポーネン
トを固定します（図 20b）。ベアリングインサーター	
のハンドルを握り、ベアリングをはめ込みます	
（図	20c）。レバーを開き、ベアリングインサーター
を取り外します。

脛骨ベアリングの挿入手順の詳細、およびティビア
コンポーネントとフェモラルコンポーネントの互換
性については、Persona手術手技書の「インプラント

コンポーネント」の項を参照してください。

 手技のヒント：ベアリングを挿入できるのは、	
1 回のみです。同じベアリングをティビアコンポ
ーネントに再挿入することは絶対にしないでく
ださい。

  手技のヒント：TMティビアコンポーネントの安定
性を高めるため、ベアリングの挿入は、膝関節を
伸展させて行うことができます。

 手技のヒント：ティビアコンポーネントとインサ
ーターのレバーをかみ合わせることにより、ベア
リングの挿入時に適切なアライメントを設定で
き、挿入中にベースプレート上でレバーが開閉す
るのを防ぐことができます。そうしないと、イン
プラントと骨の境界面が離れてしまうおそれがあ
ります。

 警告：初期固定を弱めることがあるため、ベア
リングインサーターがティビアコンポーネントと
かみ合っている間は、ベアリングインサーター
を近位側へ引き上げないでください。

 手技のヒント：TMティビアコンポーネントを用い
る場合は、ベアリングを生体内で組み立てる必
要があります。打ち込み前にベアリングを組み
立てる場合、ティビアインサーターは、使用でき
ません。

図 20a 図 20b 図 20c
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図 19

コンポーネントの設置（続き）
フェモラルコンポーネントの設置
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ーネントに設置します。膝を90度に屈曲して、フェ
モラルコンポーネントを骨に設置したら、フェモラ
ルコンポーネントを後顆軸と平行にして打ち込み	
ます。その際、後顆がTMティビアコンポーネントと
接触しないように注意します。

ペルソナトラベキュラーメタル脛骨 
トレイ サイズ F 左  
42-5300-075-01

ペルソナ TASP 左 EF ボトム、 
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42-5170-005-05
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42-5008-062-01

ペルソナロッキングティビア 
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大腿骨挿入手順の詳細については、Persona手術
手技書の「コンポーネントの挿入」の項を参照して
ください。
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