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足関節兼距骨下関節固定術の目標は疼痛および変
形の緩和と、強固な固定の構築です。距腿関節の
みならず、距踵関節の身体に障害を引き起こす関
節炎、亜脱臼、または変形が、足関節と同時の距
骨下関節固定の適応の一部です。
重度の骨粗しょう症、距骨の AVN、または以前の
足関節固定術不成功例のようにボーンストックが
乏しい患者では、適切な固定性を獲得する上で執
刀医は踵骨の骨量増加を獲得しようとすることが
多いと言われています。

髄内釘固定は、距踵関節固定術または距腿関節固
定術を達成するための広く受け入れられた固定方
法であることが証明されています。足部の足底面
から挿入されたネイルにより、優れた安定性、ポ
ジション、そしてアライメントがもたらされます。
髄内釘を使用する足関節兼距骨下関節固定術のプ
ロセスには、足関節切開、関節面の準備、および
足底切開部からのネイル挿入が通常含まれます。
近位部においてはフェニックススクリュー固定が
標準的な方法で骨片圧迫後、遠位部において踵骨
と距骨内へ挿入されたフェニックススクリューで
ネイルの固定が可能です。

フェニックスアンクルネイルはチタン合金で構成さ
れ、特許出願中の CoreLock テクノロジーを特色
としています（公開番号 US2008/0294164A1）、

（公開日2008年11月27日）。このユニークなロッ
ク機構はそれぞれのネイル内部に予めプリセット
され、最大 7.0mm の脛骨距骨圧迫をもたらすこ
とができる上、踵骨フェニックススクリューを別
のCoreLockで固定できます。近位部のスタティッ
クフェニックススクリューホールのほかに、ネイ
ルは 10mm のダイナミックスロットを提供し、こ
れらには新たにデザインされた 5.0mm のダブル
リードコーティカルフェニックススクリューを挿
入可能です。

フェニックスアンクルネイルは、ネイル直径
10mm、11mm、 お よ び 12mm、 ネ イ ル 長 は
150mm、180m、210mm、240mm、270mm
そして 300mm が利用可能であり、多くのケース
に対応できます。

（240mm 以上はオプションにつき弊社営業担当へ
お問い合わせください）

手術器械システムは、複数面での X 線造影を可能
にする X 線透過性の強固で軽量のターゲットアー
ムを特色とし、足関節および距骨下の固定部位の
両方において 30mm の軸方向の圧迫が可能で、さ
らなる固定と回旋制御が必要とされる場合には、
踵距骨から脛骨方向へネイルを通さずにターゲッ
トアームを用いたフェニックススクリュー挿入が
可能です。
シンプルな専用器械トレイとコモン器械トレイに
収納され、種類毎に色分けされている使い勝手の
よい手術器械によって、フェニックスアンクルネ
イルは、患者、執刀医両者のニーズに対応するシ
ステムです。

はじめに
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15.0mm

31.4mm

47.7mm

49.3mm

37.4mm

25.5mm

15.0mm

7.0mm の
コンプレッション
が可能です

ダイナミックまたは
スタティック
フェニックス
スクリュー

150mm （ライトグリーン）

180mm （ライトマゼンタ）

210mm （ゴールド）

240mm （ライトブルー）

270mm （ダークグリーン）

300mm （ダークブルー）

20mm 15mm 10mm 5mm 1mm 0mm

製品の特徴

ネイル
・ネイル長：150mm ～ 300mm（30mm 刻み）
・ネイル径：10mm、11mm、12mm

- 遠位部直径 11mm：ネイル径 10mm、11mm
- 遠位部直径 12mm：ネイル径 12mm

エンドキャップ
0mm から 20mm までの６種類より選択が可能で
す。
＊各種エンドキャップは専用インサーターで保持

しながらの挿入が可能です。

フェニックススクリュー
フェニックスアンクルネイルは全て5mm径のフェ
ニックススクリューを使用します。

・20mm ～ 60mm
（2.0mm 刻み）

・60mm ～ 110mm
（5.0mm 刻み）

・直径 5.0mm
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アンクルネイルには２つの
CoreLock がプリセットさ
れており、コンプレッショ
ンとスクリュー固定両方行
うことが可能です。

Phoenix Screw Insertion

・アンクルネイルでは近位部、遠位部共に 5.0mm
フェニックススクリューを使用します。

・ダブルリードスレッドデザインによりフェニッ
クススクリュー挿入が容易です。

Featuring CoreLock Technology

CoreLock ス ク リ ュ ー
（ 以 下 CoreLock） に て
7.0mm のコンプレッショ
ンをかけることが可能で
す。

CoreLock 固定を行うこ
とでネイルとフェニック
ススクリューは強固に固
定されます。

CoreLock と フ ェ ニ ッ
クススクリューの接触面
は鋸歯状の形状をしてお
り、フェニックススク
リューのネジ山・谷に確
実に接触します。

こ の 特 長 に よ り フ ェ
ニックススクリューの
抜去が必要な場合でも
CoreLock を 緩 め る こ
となくフェニックスス
クリューの抜去が可能に
なりました。

２つの CoreLockが
プリセットされてい
ることにより距腿関
節、距踵関節に別々
にコンプレッション
をかけることができ
ます。
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30mm のデバイスによる
機械的コンプレッション

フェニックスアンクルネイルは、複数面でのイメー
ジインテンシファイヤー（以下イメージ）での確
認が可能になる軽量のターゲットアームを用いて
挿入されます。

・210mm までのターゲットアームの使用が可能
です。

・識別するために色分けされたインジケーターです。

・CoreLock による 7.0mm のネイル内の圧迫及
び、コンプレッションナットにより、ネイル外
部で脛距関節および距骨下関節で 30mm までの
圧迫を可能としています。

・3.2mm ガイドワイヤーまたはワイヤープッ
シャー（カタログ番号 41027）で、ネイルの遠
位端の深さを確認するためにターゲットアーム
に挿入が可能です。

・執刀医が踵骨へのディバイスによる機械的コンプ
レッションを望む場合は、切開部から骨に直接
応力を働かせるために、コンプレッションスリー
ブ（カタログ番号 14-440058）をコンプレッ
ションハットの先端に重ねることができます。

14-440058
コンプレッションスリーブ

・ドライバーブッシング上のカウンターシンク用
の溝はイメージで確認することができます。

注：ワイヤープッシャーは、複数の穴があるのが特徴で
ある。この穴でガイドワイヤーを押さえることがで
きます。

41027　ワイヤープッシャー

製品の特徴（続き）
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PAスクリューアライメントガイドアーム
１本目の脛骨または距骨フェニックススクリュー
の準備のためのターゲットアームポジショニング
を行なうとき、フェニックススクリュー挿入前
に、踵骨 PA フェニックススクリューの挿入位置
と経路を確認するために X 線透過性の PA スク
リューアライメントガイドアーム（カタログ番号
14-440051）を取り付けることができます。

注：PA（Posterior Anterior）

14-440051
PA スクリューアライメントガイドアーム
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さらなる固定性が必要な場合、ターゲットアーム
内のガイドを使用してオブリーク方向のフェニッ
クススクリューを正確にターゲティングすること
ができます。方向は 40°の範囲で設定が可能なた
め、フェニックススクリュー挿入方向の調節が可
能でより適切な位置への固定ができます。

製品の特徴（続き）
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210mm フェニックスアンクル
ネイル最近位側のフェニックス
スクリューホール

210mm フェニックスアンクル
ネイルの近位ダイナミックホー
ルの最遠位のフェニックススク
リュー（スタティック）

ターゲットアームガイド

180mm フェニックスアンクル
ネイルの近位ダイナミックホー
ルの最近位側のフェニックスス
クリュー部位（ダイナミゼー
ション）

180mm フェニックスアンク
ルネイルのダイナミックホール
の最遠位側のフェニックススク
リュー部位（スタティック）

150mm フェニックスアンク
ルネイルのダイナミックホール
の最遠位側のフェニックススク
リュー部位（スタティック）

踵骨固定には 2 つのフェニック
ススクリューオプションが存在
し、一つは内側および外側、も
う一つは後方および前方です。
CoreLock を用いると、3 本の
フェニックススクリューが全て
ネイルに固定されます。

210mm フェニックスアンクル
ネイルの近位ダイナミックホー
ルの最近位側のフェニックスス
クリュー

180mm フェニックスアンクル
ネイルの最近位側のフェニック
ススクリューホール

150mm フェニックスアンクル
ネイルの最近位側のフェニック
ススクリューホール

150mm フェニックスアンクル
ネイルの近位ダイナミックホー
ルの最近位側のフェニックスス
クリュー

フェニックスアンクルネイルの
距骨フェニックススクリュース
ロットには、スタティックとダ
イナミックの２つのオプション
があります。ダイナミゼーショ
ンスロットは 7.0mm の脛骨距
骨圧迫を可能とします。
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ステップ1：患者の体位の決定
患者の体位は、各患者の症例に特有のニーズを考
慮し、執刀医の判断で決定します。

側臥位
患肢を挙上した状態で（手術台から一番遠いとこ
ろに）、X 線透過性の手術台の上に側臥位とします。
患者の骨の隆起部分にパッドが当たるよう十分に
気を配り、横たわっている腋窩部分に腋窩枕を使
用します。非手術肢は股関節と膝関節で屈曲させ、
手術台の前縁にごく近いところに置きます。この
ようにすると、指示通りに術中イメージを使用し
て手術肢の画像を全ての面から撮影できます。執
刀医が近位フェニックススクリューを外側から挿
入したい場合は、これが理想的なポジションです。
通常は全身または脊椎麻酔が必要であり、大腿部
駆血帯によって足底切開が容易になります。

側臥位アプローチの一般的な利点
・ターゲットアームおよびドリリングのアクセス用

に手術台から脚を挙上する必要がないため、PA
フェニックススクリューを容易に挿入できます。

・執刀医が全てのフェニックススクリュー（PA 踵
骨フェニックススクリューを除く）を外側から
内側へ挿入したい場合は、PA 踵骨フェニックス
スクリューの挿入までターゲットアームの再設
置を行なう必要がないため、このポジションが
理想的です。

側臥位アプローチの一般的なデメリット
・横向きでの呼吸に困難を伴う場合がある、体格

が大きく、体重の重い患者にとっては理想的で
はありません。

・足関節の内側溝へのアクセスが困難です。追加
の内果切除（必要ならば）はより困難を伴うも
のになります。ML 方向へのフェニックススク
リューの挿入もさらに難しい場合があります。

・対側の足との回旋の比較が困難となります。

仰臥位
中間位アライメントで患肢を挙上した状態で、X
線透過性の手術台の上に患者を背臥位にします。
もしアライメントと解剖が正常で、執刀医が近位
フェニックススクリューを内側から外側に挿入し
たい場合はこれが好ましい体位です。通常は全身
または脊椎麻酔が必要であり、大腿部駆血帯によっ
て足底切開が容易になります。

仰臥位アプローチの一般的な利点
・体格の大きい患者のポジショニングが容易であ

り、側臥位で呼吸の問題が生じる恐れがある患
者にとっては好ましい場合があります。

・足関節の内側および外側へのオープンアクセス
- 正面および側面へアプローチのためのジグの

ターゲティングが容易になります。
- 内果および外果の切除が容易になります。

・対側の足関節と比較して足関節の回旋を容易に
確認できます。

仰臥位アプローチの一般的なデメリット
・PA フェニックススクリューの設置が場合によっ

てはさらに困難です。多くの症例では、ターゲッ
トアームとドリリングのアクセスを可能にする
ために手術台から脚を挙上し、保持する必要が
あります。

手術手技
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ステップ2：外科的露出
経腓骨アプローチによって足関節固定術用の良好
な露出を得ることができます。腓骨後部上を縦方
向に切開し、腓骨筋腱に沿って遠位側にカーブさ
せます。神経血管構造および腱の走行に留意する
よう十分な注意が必要です。

ステップ3：腓骨の切除
腓骨の遠位側 5cm を、脛距関節ラインより近位
2cm の高さで斜めに切除します。自家骨移植用に
腓骨の遠位部分を細片化しても構いません。

腓骨遠位部の骨を露出し、海綿骨を採取するため
に外側皮質を剥離するのを好む医師もいれば、腓
骨遠位部を除去するのを好む者もいます。この局
所骨移植片はネイル設置後に利用されます。良好
な移植骨を得るために 36mm 臼蓋リーマーを利用
して腓骨採取を行うテクニックがあります。

画像の提供 :Mark Myerson, M.D
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注：腓骨筋腱は温存する必要があります。過剰に
出血する可能性があり、まれに靭帯結合の領域内
に存在する外側腓骨動脈に十分な注意を払う必要
があります（この血管を露出して結紮するために
場合によってはさらなる腓骨切除が必要になりま
す）。切開を遠位に延長し、距骨下関節の視野を確
保します。

ステップ4：固定部位の準備
足関節の準備は固定の成功に不可欠です。脛距関
節の準備に用いる２つのテクニックを説明します。
後に脚短縮または距骨固定に不安定性を引き起こ
す可能性があるため骨の過剰切除を避けるよう注
意が必要です。

平坦骨切りによる切除（図示）
脛骨遠位部を横断するようにボーンソーで切断し
ます。この切断には内果が含まれていなくてはな
りません。この方法では、脛骨に対するアライメ
ント調整のために脛骨遠位部を内側に移動させる
ことができます。ケースによっては第二の切開を
内側に加え、内果をボーンソーで除去する方が簡
単です。続いて足関節を中間位とし、適合する距
骨の骨切りを行ないます。より広い固定面を得る
ために、後方および外側距骨面の皮質も除去する
必要があります。距骨下関節の準備ものみまたは
鋭匙を用いた方法で行ないます。

関節の合同切除
脛距関節の軟骨を剥離し、のみおよび骨鉗子で前
方および後方の骨棘を除去します。破壊された軟
骨を軟骨下海綿骨層が出血するまで除去し、脛骨
遠位部の関節面の自然な凹面と距骨の背側の凹面
を可能であれば温存します。必要であれば、足関
節兼距骨下関節固定術を実施する際に、距骨下の
関節固定部位の両側をのみ、鋭匙、および骨鉗子
を用いて準備する間、太く平滑な K ワイヤーで脛
距関節を一時的に適当な位置に固定することがで
きます。足関節のあらゆる変形を矯正するために、
前外側足関節切開術を前内側関節切開術と併せて
使用できます。このテクニックは、関節面上の残
存物を除去することによって関節面の準備に効果
的です。

脛骨を平坦に
切除

距骨

内果

手術手技（続き）
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関節固定術の理想的なポジションは中間位の背屈、
３～５度の後足の外反、対側の非患肢と対称な外
旋です。脛骨の前内側稜が患足の第２指列と平行
にある場合に適切な外旋が達成されます。

ステップ5：ネイル導入部と切開
骨の表面の準備に続いて、特に術前の外反変形が
著しい患者では、中線のわずかに外側にある踵骨
下の脂肪体の前方に 3cm の縦方向の足底切開を加
えます。足底筋膜まで縦方向に分けながら鈍的に
切開します。内在筋を内側または外側によけ、足
の底にある神経血管束を特定します。

ステップ6：エントリーガイドワイヤーの挿入
足底の踵骨導入部位の理想的なポジションは、踵
骨隆起の重量荷坦面よりはるかに前方で、横足根
関節と踵骨の関節部のおよそ 2cm 後方です。前頭
面では、導入部位は脛骨の髄腔中心と一致してい
る必要があります。

3.2mm × 320mm ガイドワイヤー（カタログ番
号 14-440052）を踵骨、距骨、および脛骨に挿
入します。ターゲットアーム上でワイヤーのポジ
ションを確認します。ワイヤーの設置が満足いか
ない場合は、ワイヤーオフセットガイド（カタロ
グ番号 14-440045）を使用することで適切な位
置に設置が可能となります。

14-440045
ワイヤーオフセットガイドトロカー

14-440052
3.2mm × 320mm ガイドワイヤー
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ステップ7：リーミング
7.0mm × 200mm のキャニュレイテッドドリル

（カタログ番号 14-440041）を用いて、3.2mm
エントリーガイドワイヤー上で距骨下および脛距
関節面のリーミングを行ないます。適切なアライ
メントでアシスタントが足を保持していると髄腔
リーミングが楽になります。

ステップ8：ビーズチップワイヤーの設置と
髄腔のリーミング

足を適切なアライメントに保持しながら、3.2mm
エントリーガイドワイヤーを抜きます。イメージ
を確認して、2.6mm × 80cm ビーズチップワイ
ヤー（カタログ番号 14-410002）が踵骨を通過
してから距骨より脛骨の髄腔内に挿入します。ビー
ズチップワイヤー上でゆっくりリーミングを行な
います。8.0mm 径のリーマーから始めて、その後
0.5mm ずつ順番に太くしていくのが推奨されま
す。埋入するネイルの直径よりも0.5mm～1.0mm
大きくリーミングします。

執刀医がリーミングを行なう深さは、患者固有の
ニーズにも影響されます。もし脛骨遠位部の骨の
質が悪ければ、ボーンストックが不良な部位から
離れた場所で近位固定を得るために長いネイルの
使用が推奨されます。この場合、髄腔のリーミン
グはイスムスを超えて進めることができます。

注：2.6mm のビーズチップワイヤー（カタログ番
号 14-410002）は、すべてのフェニックスアンク
ルネイルを通過するので交換する必要はありませ
ん。

手術手技（続き）



13

ステップ9：ネイル長の決定
テレスコーピングメジャーガイド（カタログ番号
14-440047）を使用し、露出しているガイドワイ
ヤーの端部上にこれを通すことによって適切なネイ
ルの長さを決定できます。

注：ネイルは長さ 150mm、180mm、210mm、
240mm、270mm、および 300mm、直径 10mm、
11mm、および 12mm が利用可能です。ターゲッ
トアームを通して近位部フェニックススクリュー
をターゲティングできるネイル長は最大210mm
です。

ネイルの近位端は、応力集中部より少なくとも
5cm 上側になくてはなりません。これには、癒合
不全部位、脛骨骨折部、骨切り部、または以前埋入
した金属を除去した後に残っている場合がある皮質
骨上のホールも含まれます。理想としては、ネイル
は足底の踵骨の皮質に 5.0mm － 10mm カウンター
シンクしている必要があります。

カウンターシンク用の溝は 5.0mm 刻みであり、
イメージで確認することができます。
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ステップ10：ターゲットアームの組み立て
コ ン プ レ ッ シ ョ ン ナ ッ ト（ カ タ ロ グ 番 号
14-440056）およびコンプレッションハット（カ
タログ番号 14-440055）をドライバーブッシン
グ（カタログ番号 14-440054）上に組み立てます。

次いでアンクルコネクティングボルト（カタログ
番号 14-440042）をドライバーブッシングに通
し、ネイルの遠位端にはめ込みます。ドライバー
ブッシング上側にある３つの凸がネイルの凹とか
み合っていることを確認します。
ドライバーブッシングの中にアンクルコネクティ
ングボルトを挿入しラチェットレンチを使って固
定します。

器械を用いてディバイスによる機械的コンプレッション
を実施する場合、コンプレッションは、コンプレッショ
ンハットの上面から踵骨下側の足の足底パッドに加わり
ます。もし執刀医が踵骨を直接圧迫したい場合は、コン
プレッションスリーブ（カタログ番号 14-440058）を
コンプレッションハットの上に重ねて、切開部から骨へ
力を直接働かせることができます。

14-440056
コンプレッションナット

14-440055
コンプレッションハット

14-440054
ドライバーブッシング

14-440054
ドライバーブッシング

14-440042
アンクルコネクティングボルト

14-440058
コンプレッションスリーブ

手術手技（続き）
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ラチェットレンチ（カタログ番号 14-440040）
の 9.5mm ヘックス部分を使用してアンクルコネ
クティングボルトを締めます。続いてフェニッ
クスアンクルターゲットアーム（カタログ番号
14-443005）の適切な位置に設置します。

アライメントのチェック
ネイルを最終的に取り付ける前に、正確なフェニッ
クススクリューターゲティングを確保するために
アライメントチェックを行なうことが推奨されま
す。アライメントチェックが ML 方向にアクセス
できるようにアンクルターゲットアームのポジ
ショニングを行ないます。

4.3mm ドリルスリーブ（カタログ番号 41005）
をソフトティッシュースリーブ（カタログ番号
41004）に取り付け、重ねたものをアンクルター
ゲットアームの適切な場所に挿入します。4.3mm
ドリル（カタログ番号 41010）をドリルスリーブ
とネイルのホールに通します（ドリルはネイルの
スタティックホール及びダイナミックホールの両
方に簡単に通るはずです）。良好なアライメントが
確認されたら、アンクルコネクティングボルトを
締めることができます。

アンクルコネクティングボルトを最終的に締
めたら、ドライバーハンドル（カタログ番号
14-440053）をドライバーブッシングの遠位部
にはめ込みしっかりと固定します。

14-440053
ドライバーハンドル

41005
ドリルスリーブ

41010
4.3mm ドリル

41004
ソフトティッシュースリーブ

14-443005
フェニックス
アンクルターゲットアーム
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ステップ11：ネイルの挿入
アライメントチェックを実施した後で、脛骨フェ
ニックススクリューを内側から外側に挿入するた
めにターゲットアームのポジショニングを行ない
ます（図示）。

外側から内側のアプローチも執刀医の好みに応じ
て選択することができます。外側から内側のアプ
ローチが好ましければ、近位フェニックススク
リューを脛骨に挿入する際に、ネイルをわずかに
内旋させると腓骨の干渉を避けるのに役立つこと
があります。

望ましい圧迫を可能にするため、ネイルを 5.0mm
～ 10mm カウンターシンクさせます。これによっ
て、足底軟部組織内への疼痛性の突出も防げます。

ネイルをカウンターシンクさせるとき、3.2mm
エントリーガイドワイヤーまたはワイヤープッ
シャー（カタログ番号 41027）をターゲットアー
ムに通して、ネイルの遠位端の深さを示すことが
できます。この機能は、ターゲットアームがポジ
ショニングされている面に関係なく利用できます。

最初のフェニックススクリューを準備する前に
PA フェニックススクリューの場所と経路を推定
するために PA スクリューアライメントガイドを
用いることができます。

手術手技（続き）
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ステップ12：近位フェニックススクリューの設置
注1：ネイルの深さとオリエンテーションは、最
初の近位フェニックススクリューが挿入されてか
ら確立されます。PA フェニックススクリューの
場所と経路を推定するための PA スクリューアラ
イメントガイドの利用に加えて、１つめの近位フェ
ニックススクリューを埋入する前の距骨コンプ
レッションフェニックススクリューのアライメン
トの執刀医によるチェックが推奨されます。ソフ
トティッシュースリーブ / ドリルスリーブを重ね
たものを適切なターゲットアームスロットに設置
して、フェニックススクリューが距骨内で良好な
固定性が得られているかを確認して下さい。

距骨の障害が著しく、利用できる骨が限られてい
る症例では、このフェニックススクリューポジショ
ンのターゲティングを最初に行います。もし執刀
医が最初に距骨フェニックススクリューの固定を
行なう場合は、代替テクニックを要約したものが
26 ～ 29 ページに記載されています。

注2：ネイルの挿入にマレットが使用される場合、
アンクルコネクティングボルトを再び締めること
ができるようにドライバーハンドルを外すことが
推奨されます。これにより、挿入中に弛みが生じ
た場合に良好なアライメントが保たれます。

注3：最初のフェニックススクリューを挿入する
前に関節固定部のインパクションを用手的に行な
います。

注4：近位フェニックススクリューの設置は、脛
骨の内側および外側からの両方のアプローチが可
能です。 

フェニックススクリューをネイルに挿入する前に
2.6mm × 80cm ビーズチップワイヤーガイドを
抜きます。

ターゲットアームの近位部上にある、対応する色
分けされたインジケーターを特定し、ソフトティッ
シュースリーブ / ドリルスリーブを重ねたものを
適切なスロットに設置します。

ターゲットアームを使用して、内側に小切開を加
えます。4.3mm ドリルスリーブを脛骨の内側皮
質へと進めます。4.3mm ドリル（カタログ番号
41010）を用いて内側および外側皮質を貫通させ
ます。

最初のホールのドリリングに成功したら、出血を
最小限にするため、２つめのホールをドリリング
している間はドリルを所定の位置に残しておくこ
ともできます。ドリルスリーブを内側皮質にしっ
かりと当てた状態で、適切なフェニックススク
リューの長さがドリルビット上の目盛りから直接
読み取れます。
フェニックススクリューデプスゲージエクストラ
ロング（カタログ番号 14-442081）またはフェ
ニックススクリューデプスゲージ、エクストラ
ショート（カタログ番号 14-442082）を利用す
る場合、ドリルスリーブをソフトティッシュース
リーブから外す必要があります。
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ドリルスリーブを外した後で、3.5mm ソリッド
インサーターロング（カタログ番号 14-441051）
を使用して適切な5.0mmフェニックススクリュー
を挿入します。3.5mm ヘックスドライバー（カタ
ログ番号 14-440057）もセットに含まれます。

２本目の近位フェニックススクリューは同様の方
式で挿入されます。

手術手技（続き）
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ステップ13：距骨フェニックススクリューの
挿入と機械的コンプレッション

距骨フェニックススクリューは外側から内側に挿
入します。ターゲットアームの再オリエンテーショ
ンを行なうため、ドライバーハンドルを緩め（３
回転で十分）外側にターゲットアームを 180°回
転させます。所定の位置にきたら、再度ドライバー
ハンドルを締めてターゲットアームを固定します。

CoreLock による機械的なコンプレッションを掛
けるために、距骨フェニックススクリューをター
ゲットアームの適切なダイナミックスロットに挿
入する必要があります。距骨の外側関節面を直視
化し、ドリルスリーブを外側皮質へと進めます。

4.3mm ドリルを使用して、前述と同じ方式で
5.0mm フェニックススクリューを準備し距骨に挿
入します。

脛骨および距骨フェニックススクリューが挿入さ
れると、機械的コンプレッションが得られます。

3.5mm ヘックスドライバー（ゴールド）を使用
して、CoreLock を時計回りの回転で進めて最大
7.0mm の機械的コンプレッションを距腿関節に与
えることができます。

7.0mm
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ステップ14：ディバイスによる
機械的コンプレッション

圧迫の前に、踵骨足底面にネイルをカウンターシ
ンクさせる深さに留意することが重要です。ネイ
ルをカウンターシンクさせる場合、足底面での不
要なネイル突出を避けるため、必要な圧迫の量を
慎重に推定します。

コンプレッションナットは、ラチェットレンチ（カ
タログ番号 14-440040）を用いて時計回りの回
転で進められます。コンプレッションハットを近
位側に動かし、距腿および距踵関節にコンプレッ
ションを掛けます。

それぞれの回転をゆっくりと行い、コンプレッショ
ンナットを締めすぎないように注意します。過度
の圧迫力は踵骨の足底皮質を傷つけ、ネイルの遠
位部が突出する可能性があります。

コンプレッションハットと踵骨の間の軟部組織の
インピンジメントを避けるよう注意する必要があ
ります。執刀医が納得する固定部位の圧迫が得ら
れたら、遠位部最終的に固定できます。

・インジケーターには
5.0mm 刻みの目盛
りが付いています。

手術手技（続き）
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ステップ15：遠位フェニックススクリューの設置
CoreLock による機械的なコンプレッションおよ
びディバイスによる機械的コンプレッション後、
4.3mm ドリルスリーブ / ソフトティッシュース
リーブを重ねたものを適切なターゲットアームス
ロットに設置して、遠位フェニックススクリュー
を挿入します。

LM 遠位フェニックススクリュー用の最も適切な
ポジションは症例ごとに変わります。距骨の障害
が著しい例では、このフェニックススクリューは
最終的に関節腔または踵骨内に挿入される場合が
あります（図示）。

ターゲットアームを足関節の外側にポジショニン
グした状態で、4.3mm ドリルを両皮質に通します。
適切なサイズの 5.0mm フェニックススクリュー
を測定し、挿入します。
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ステップ16：PAフェニックススクリューの設置
ターゲットアームを 90°回転させて、後方から
前方アプローチを可能にします。4.3mm ドリルス
リーブおよびソフトティッシュースリーブを“PA”
の印が付いたターゲット部位に挿入します。適切
なポジションを皮膚上にマーキングし、小切開を
加えます。ドリルスリーブ / ソフトティッシュー
スリーブを重ねたものを切開部から皮質へと通し
ます。

イメージを使用して、4.3mm ドリルを踵骨内に目
標とする深さまで通します。適切なフェニックス
スクリューの長さをドリル上の目盛りから、また
はデプスゲージを使用することによって決定しま
す。このフェニックススクリューは踵骨から立方
骨または舟状骨へと通される場合があります。

フェニックススクリューヘッドの踵への突出を防
止するために、カウンターシンク（カタログ番
号 14-440049）をソフトティッシュースリーブ
に通して使用できます。適切なフェニックススク
リューサイズを選択する際は、必ずあらゆるカウ
ンターシンクを考慮する必要があります。

遠位フェニックススクリューが所定の位置にある
状態で、4.0mm ヘックスドライバー（カタログ番
号 41024）（シルバーシャフト）を使用して、時
計回りの回転で２個目の CoreLock を進めます。
全てのフェニックススクリューが固定されたら、
ネイルはフェニックススクリューと強固に固定さ
れます。

41024
4.0mm ヘックスドライバー

手術手技（続き）
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オプション：追加のオブリーク方向のフェニックス
スクリュー

追加固定または更なる回旋制御が望ましい場合、
ターゲットアームは、ネイルの内外側いずれで斜
め方向のフェニックススクリューを正確にターゲ
ティングすることができます。40°の変動が可能
であるため、フェニックススクリューの経路は微
細に調節され、所定の位置に固定されます。踵骨、
距骨から脛骨へのフェニックススクリューの設置
を図示します。



24

20mm 15mm 10mm 5mm 1mm 0mm

ステップ17：エンドキャップの挿入
エンドキャップは、線維および骨の侵入を防止す
ることによってネイルの遠位端内部のネジ山の保
護に役立つ場合があります。一定期間経過後にネ
イルを除去する必要が出てきた場合を考慮すると
これは重要です。

エンドキャップのサイズは、フルフレッドの 0mm
のエンドキャップから +20mm キャップまでの種
類があります。

注：0mm エンドキャップは、ドライバーブッシン
グを通して挿入可能な唯一のサイズです。

0mm エンドキャップをこの方式で挿入するために
は、アンクルコネクティングボルトを慎重に外しな
がらドライバーブッシングに圧をかけます。アン
クルコネクティングボルトが外れたら、ネイルは
既にドライバーブッシングに固定されていません。
徒手的に保持しながら3.5mmヘックスドライバー
を使用してエンドキャップをドライバーブッシン
グを通して挿入します。しっかりと所定の位置に
嵌るまでエンドキャップを進めます。その他のエ
ン ド キ ャ ッ プ（1mm、5mm、10mm、15mm、
および 20mm）はドライバーブッシングを通して
の挿入が不可能であるため、デバイス類を取り外
して挿入します。

ステップ18：腓骨移植および閉創
腓骨移植片は、固定を促進するために前方、特に
後方に植骨されることがあります。脛骨および踵
骨の後面は、海綿骨移植のためにする必要があり
ます。

閉創の前に確認用の前後および側面の X 線写真を
撮影します。関節固定部位における出血性の海綿
骨面が広く、適用された骨移植片の量が多い場合
には吸引ドレナージの適用が望ましいとされます。
縫合で創を閉じ、適切と思われる場合は、追加の
外固定で患者の治療を行います。

手術手技（続き）
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ネイルの抜去
ネイルを抜去する場合、ネイルエクストラクター
タップ（カタログ番号 14-441048）をネイルに
取り付けるまで近位フェニックススクリューを所
定の位置に残しておく必要があります。

フェニックススクリュー挿入部位の局所刺激が生
じている場合、固定後にフェニックススクリュー
の抜去が必要となることがあります。フェニッ
クススクリューはネイルに固定されていますが、
CoreLock（１つまたは複数）を外すことなくフェ
ニックススクリューの抜去が可能です。これによっ
て、フェニックススクリューを抜去する必要が生
じた場合に、足底へ再度切開する必要がなくなり
ます。

エンドキャップを取り外し、ネイルエクストラク
タータップをネイルの遠位端にはめ込みます。 
フェニックススクリューを 3.5mm ソリッドイン
サーターショート（カタログ番号 14-441052）
または 3.5mm ソリッドインサーターロング（カ
タログ番号 14-441051）で取り外します。骨の
侵入がある場合はヘックススクリューエクストラ
クター（カタログ番号 14-442084）を利用する
ことができます。ネイルの抜去を補助するため、
スラップハンマーシャフト（カタログ番号 14-
429448）をネイルエクストラクタータップにねじ
込みます。

術後ケア
臨床的および X 線上の癒合が明らかになるまでは、
患者の患側は免荷とすることが望ましいとされま
す。この目標を達成するためには、６～ 12 週の
ギプス固定が必要です。歩行ブーツまたは装具で
保護することにより荷重負荷への移行を容易にす
る場合があります。

14-429448
スラップハンマーシャフト

〔装具装着例〕
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最初のフェニックススクリューは、足関節内のネ
イルのオリエンテーションを決定します。距骨の
障害が著しく、使用できる骨が限られている症例
では、最初にこのフェニックススクリュー部位の
ターゲティングを行なうことが好ましいときがあ
ります。

距骨フェニックススクリューの挿入
距骨フェニックススクリューを外側から内側に挿
入するためにターゲットアームのポジショニング
を行ないます。

注1：ネイルを挿入するためにハンマーを使用す
る場合は、アンクルコネクティングボルトを再度
締められるように、ドライバーハンドルを外すこ
とが推奨されます。これにより挿入中に弛みが生
じた場合でも良好なアライメント維持が容易にな
ります。

注2：最初のフェニックススクリュー挿入前に関
節固定部のインパクションを用手的に行います。

ネイルにフェニックススクリューを挿入する前に
2.6mm × 80cm ビーズチップガイドを抜きます。

CoreLock による機械的コンプレッションを得る
前に、距骨フェニックススクリューをターゲット
アームの適切なダイナミックスロットに挿入する
必要があります。ターゲットアーム上に 4.3mm ド
リルスリーブ / ソフトティッシュースリーブを重
ねたものを適切なスロットに設置します。

距骨フェニックススクリューを準備して挿入する
前に PA 踵骨フェニックススクリューの挿入部位
と経路を推定するために PA フェニックススク
リューアライメントガイドを使用する必要があり
ます。

距骨の外側関節面を直視し、ドリルガイドを切開
部から皮質へと進めます。

4.3mm ドリル（カタログ番号 41010）を使用して、
外側および内側皮質両方を貫通させます。ドリル

スリーブをしっかりと外側皮質に当てた状態で、
適切な長さのフェニックススクリューをドリル上
の目盛りから直接読み取ることができます。フェ
ニックススクリューデプスゲージエクストラロン
グ またはフェニックススクリューデプスゲージエ
クストラショートを使用する場合、ドリルスリー
ブはソフトティッシュースリーブから取り外す必
要があります。

手術手技（距骨の障害が著しいケース：P17より）
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ドリルスリーブを外した後で、3.5mm ソリッド
インサーターロング（カタログ番号 14-441051）
を使用して適切な5.0mmフェニックススクリュー
をソフトティッシュースリーブから挿入します。

ソリッド 3.5mm ヘックスドライバー（カタログ
番号 14-440057）も器械セットに含まれます。
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脛骨フェニックススクリューの挿入
注：近位フェニックススクリューの設置は、脛骨
の内側および外側の両方からアプローチが可能で
す。 内側から外側へのアプローチを図示します。

近位脛骨フェニックススクリューを内側から外側
に挿入するためにターゲットアームの再ポジショ
ニングを行ないます。もし外側から内側へのアプ
ローチが望ましければ、ターゲットアームを現在
のポジションのままにしておくことができます。

ターゲットアームの近位部上にある、対応する色
分けされたインジケーターを特定し、ドリルスリー
ブ / ソフトティッシュースリーブを重ねたものを
指定されたスロットに設置します。

ターゲットアームを使用して、脚の内側に小切開
を加えます。ドリルガイドを脛骨の内側皮質へと
進める。4.3mm ドリル（カタログ番号 41010）
を用いて内側および外側皮質を貫通させます。

最初のホールのドリリングに成功したら、出血を
最小限にするために、２つめのホールをドリリン
グしている間はドリルを所定の位置に残しておく
こともできます。ドリルスリーブを内側皮質にしっ
かりと当てた状態で、適切なフェニックススク
リューの長さがドリル上の目盛りから直接読み取
れます。スクリューデプスゲージエクストラロン
グ（カタログ番号 14-442081）またはスクリュー
デプスゲージエクストラショート（カタログ番号
14-442082）を利用する場合、ドリルスリーブ
をソフトティッシュースリーブから外す必要はあ
りません。

手術手技（距骨の障害が著しいケース）
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ドリルスリーブを外した後で、3.5mm ソリッド
インサーターロング（カタログ番号 14-441051）
を 使 用 し て 適 切 な 5.0mm フ ェ ニ ッ ク ス ス ク
リューを挿入します。

ソリッド 3.5mm ヘックスドライバー（カタログ
番号 14-440057）もセットに含まれます。

２本目の近位フェニックススクリューは同様の手
順で挿入されます。

3.5mm ヘックスドライバー（ カタログ番号
14-440057）（ゴールドシャフト）を使用して、
CoreLock を時計回りの回転で進めることで、最
大 7.0mm の機械的コンプレッションを得ること
が可能です（ステップ 13：距骨フェニックススク
リューの挿入から手順を再開します）。

販売名 : 髄内釘手術器械 2
医療機器製造販売届出番号 :13B1X10228TR0007

販売名：Biomet Trauma 単回使用骨手術用器械
医療機器製造販売認証番号：222ADBZX00080000



Ordering Information

Phoenix Ankle Arthrodesis Nails
カタログNo. サイズ 色調
14－440115 10mm × 150mm ライトグリーン

14－440118 10mm × 180mm ライトマゼンタ

14－440121 10mm × 210mm ゴールド

※14－440124 10mm × 240mm ライトブルー

※14－440127 10mm × 270mm ダークグリーン

※14－440130 10mm × 300mm ダークブルー

14－440215 11mm × 150mm ライトグリーン

14－440218 11mm × 180mm ライトマゼンタ

14－440221 11mm × 210mm ゴールド

※14－440224 11mm × 240mm ライトブルー

※14－440227 11mm × 270mm ダークグリーン

※14－440230 11mm × 300mm ダークブルー

14－440315 12mm × 150mm ライトグリーン

14－440318 12mm × 180mm ライトマゼンタ

14－440321 12mm × 210mm ゴールド

※14－440324 12mm × 240mm ライトブルー

※14－440327 12mm × 270mm ダークグリーン

※14－440330 12mm × 300mm ダークブルー

材質：チタン合金（Ti-6Al-4V）
販売名：フェニックス アンクル ネイル システム
医療機器製造販売承認番号：22200BZX00616000

Phoenix Ankle End Caps
カタログNo. サイズ
14－444180 0mm
14－441285 1mm
14－440071 5mm
14－440072 10mm
14－440073 15mm

※14－440074 20mm
色調：シルバー　材質：チタン合金（Ti-6Al-4V）
販売名：フェニックス アンクル ネイル システム
医療機器製造販売承認番号：22200BZX00616000
販売名：フェニックス フェモラル ネイル システム
医療機器製造販売承認番号：22200BZX00526000

5.0mm Phoenix Screws
カタログNo. サイズ
14－405020 5mm × 20mm
14－405022 5mm × 22mm
14－405024 5mm × 24mm
14－405026 5mm × 26mm
14－405028 5mm × 28mm
14－405030 5mm × 30mm
14－405032 5mm × 32mm
14－405034 5mm × 34mm
14－405036 5mm × 36mm
14－405038 5mm × 38mm
14－405040 5mm × 40mm
14－405042 5mm × 42mm
14－405044 5mm × 44mm
14－405046 5mm × 46mm
14－405048 5mm × 48mm
14－405050 5mm × 50mm
14－405052 5mm × 52mm
14－405054 5mm × 54mm
14－405056 5mm × 56mm
14－405058 5mm × 58mm
14－405060 5mm × 60mm
14－405065 5mm × 65mm
14－405070 5mm × 70mm
14－405075 5mm × 75mm
14－405080 5mm × 80mm
14－405085 5mm × 85mm
14－405090 5mm × 90mm
14－405095 5mm × 95mm
14－405100 5mm × 100mm

※14－405105 5mm × 105mm
※14－405110 5mm × 110mm

色調：ライトグリーン　材質：チタン合金（Ti-6Al-4V）
販売名：フェニックス フェモラル ネイル システム
医療機器製造販売承認番号：22200BZX00526000

（※はオプションサイズです。詳しくは弊社営業担当者にお尋ね下さい。）

D3030-10（E） 11/2020  フェニックスアンクルネイル手術手技書
© 2016 Zimmer Biomet G.K.

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600（代表） Fax. 03-6402-6620

http://www.zimmerbiomet.com/ja

ジンマー  バイオメット

Trauma Ver.

0463-30-4801

0463-30-4821

Tel.

Fax .

●カスタマーサービス（商品のご注文）

営業拠点：札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡


