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販売名：ALPS フット &アンクル システム 承認番号：22600BZX00505000
　　　　ALPS エルボー システム 承認番号：22600BZX00291000
　　　　ALPS ディスタルフィブラ システム 承認番号：22500BZX00429000
　　　　DVR アナトミック プレート 承認番号：22200BZX00950000
　　　　ALPS 単回使用インスツルメント 認証番号：226ADBZX00010000
　　　　DVR滅菌インスツルメント 認証番号：224ADBZX00171000
　　　　プレート &スクリュー手術器械 2 届出番号：13B1X10228TR0008
　　　　TRAUMA汎用手術器械 2 届出番号：13B1X10228TR0010
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A.L.P.S. Total Foot System 概要

A.L.P.S.トータルフットシステムは、そのアナトミ
カルな形状によって、前足部、中足部、後足部の
関節固定や骨折に幅広く対応します。主なプレー
トはプリベンドされており、骨の形状にそのまま
適合するようにデザインされていますが、各症例
ごとの骨の形状に応じてin-situベンディングも可
能です。

◦インプラント表面はスムースに加工され、
またロープロファイルなプレートの形状に
より、軟部組織への刺激を最小限にするこ
とができます。

◦アナトミカルなプレート形状は足部の解剖
を再現しています。

◦Kワイヤーによる仮固定のためのF.A.S.T.ガイ
ドアダプターが使用可能です。

適応
このシステムは足部・足関節の骨折に対する内固
定や再手術例、関節固定や骨切りなどの再建術、
偽関節手術に用いることができ、骨萎縮のある症
例にも使用可能です。
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A.L.P.S. Total Foot System

F.A.S.T.ガイドによる正確で迅速な手術

A.L.P.S.トータルフットシステムのプレートには、
F.A.S.T.ガイドと呼ばれるドリルガイドがプリセッ
トされています。これによりスクリューホールの
正しい方向へ正確にドリリングすることが可能で
す。さらに患者ごとに特有な骨形状に合わせて、
プレートをin-situでベンディングすることが可能
です。

F.A.S.T.ガイドテクノロジー：
プレートにあらかじめ装着されたディスポーザブ
ルなF.A.S.T.ガイドは、正確なドリリングを可能に
するとともに術中の組み立て操作や余分な器械が
不要となり、手術時間を短縮することができます
（図1）。

F.A.S.T.ガイドアダプター：
KワイヤーをF.A.S.T.ガイドアダプター越しに刺入す
ることにより、容易にプレートの仮固定ができま
す。また透視下でロッキングスクリューの入る方
向を正確に確認できます（図2）。

in-situベンディング：
骨の形状に十分フィットするように必要に応じて
術野での微調整も可能です（図3）。

F.A.S.T.ガイドアダプター

F.A.S.T.ガイド

図1

図2

図3



遠位

最遠位、最近位ホールは必要に応じて
in-situベンディングが可能

近位

コーン/カップリーマー
14mm-24mm (2mm毎）

骨片間を固定するスクリューと緩衝しないように、
スクリューホールの位置を最適化

楕円ホール
2.5mmノンロッキングスクリューを挿入

プレートの中央部
（背屈14°、外反5°）

ロープロファイル形状
（幅10mm/1.65mm厚）

ロッキングホール
2.5mmロッキングスクリューを挿入

プリセットされたF.A.S.T.ガイド

専用のベンダーを用いてF.A.S.T.ガイドを外さずに
底背屈のベンディング調整が可能

4

MTPプレート（MTPフュージョンプレート）

MTPプレートは右足用、左足用があり、あらかじめ背屈と外反の形状を持たせてあるため、患者の解剖学的
なアライメントに適合します。必要に応じて骨片間に斜めにスクリューを挿入することによって、さらなる
固定性を得られます。プレートのスクリューホールの配置は、骨片間を固定するスクリューが必要となった
場合でも干渉しないようにデザインされています。

スクリューは2.5mmノンロッキングスクリューおよび2.5mmロッキングスクリューの選択が可能です。また、
オプションのコーン/カップリーマーを用いて、MTP関節面の処理を行うことができます。

外側 内側
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図1

コーンリーマー

展開とプレートの設置

以下の手技は第1MTP関節固定のものです。

ステップ1：展開とアライメント
IP関節のすぐ近位から長母趾伸筋腱の内側縁に
沿ってMTP関節の近位にいたる縦切開を行います。
基節骨近位と中足骨頭を展開し、軟骨下骨からの
出血が見られるまで、遺残した関節軟骨を切除し
ます。中足骨の短縮が危惧される場合は、固定部
位に自家骨あるいは同種骨移植を行います。適切
な固定角度を保持しながら、1.6mm Kワイヤー（品
番：829516150）でMTP関節を仮固定します。骨
片間をスクリューで固定する場合は、プレートを
設置する前にKワイヤーを挿入します。

オプション：
カップリーマー/コーンリーマーの使用
カップリーマー/コーンリーマーを使用する場合、
まずコーンリーマーを中足骨頭にあてて十分骨頭
が被覆されるサイズを選択します。リーマーには
14mmから24mmのサイズがあり、AOのクイック
コネクトアタッチメントに適応しています。
1.6mm Kワイヤーを骨頭の中心から近位骨幹部ま
で刺入します。このKワイヤーに沿ってコーンリー
マーを挿入してリーミングを行い、軟骨下骨から
の出血が見られるまで、遺残した関節軟骨を切除
します（図1）。リーミング操作の時に、周囲軟部
組織や種子骨を損傷しないように注意します。
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図2

図3

基節骨関節面は、中足骨頭に使用したコーンリー
マーと同じサイズのカップリーマーを使用します。
1.6mm Kワイヤーを基節骨の近位関節面の中心か
ら骨幹部に向かって刺入します。カップリーマー
をこのKワイヤーに沿って進めてリーミングを行
い、軟骨下骨からの出血が見られるまで、遺残し
た関節軟骨を切除します（図2）。

注意：過剰な骨切除を避けるために、リーマーが
骨に接触するまではパワーツールの回転数は低く
抑えてください。

ステップ2：プレートの設置
スクリューが関節面に入らないような位置でプ
レートを背側に置きます。2.5mmフルスレッドス
クリューノンロッキング（品番：1312-12-5XX）を
プレートの楕円ホールに途中まで挿入します。こ
れによりその後プレートの位置の微調整が可能と
なります（図3）。

Note：スクリューの挿入手技の詳細は、P36～37

の「2.5mmスクリューの挿入」を参照してください。

カップリーマー
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MTPプレート中央部のプレート強度を高めている部分はあらかじめベンディングされています。必要に応じ
て角度を調整し、より精度の高い適合性を得たい場合は専用にデザインされたMTPベンダーを使用すること
によりF.A.S.T.ガイドを取り外すことなくベンディングすることが可能です。

MTPプレート（ひだり）の使用例

ステップ1：
2.5mm LEFTとマーキングされたスロットに45度の角度でプレートを挿入します。

ステップ3：
2つ目のベンダーをプレートに対し45度の角度からスライドしセットします。

ステップ4：
ベンダーが一直線上に位置するようにベンダーを回転させベンディングを行います。

注意：ベンディングの許容角度は±7度です。

注意： ベンディングは一方向にのみ行ってください。一方向にベンディングした後に反対方向にベンディン
グしたり、ベンディングを繰り返すと、プレートが脆弱化し折損する恐れがあります。

ステップ2：
プレートがベンダーと平行になるように回転させます。

プレートのベンディング方法

M
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プ
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図8

骨片間のスクリュー固定の追加（オプション）

MTPプレートではスクリューホールは斜めに配置
され、骨片間を固定するスクリューが必要となっ
た場合でも干渉しないようにデザインされていま
す（図8）。遠位内側から近位外側への挿入では、
このスクリューがプレート越しに挿入されたスク
リューと干渉します（図9）。

Note：骨片間固定スクリューがプレート固定のス
クリューと干渉したり、あるいはプレート固定の
スクリューが関節面に入ってしまうことを避ける
別の方法として、2.5mmフルスレッドスクリュー
ノンロッキングを使用することも可能です。

骨片間固定スクリューを挿入して関節に圧迫をか
けたのち、透視画像を見ながらプレートの位置と
骨片間固定スクリューの位置を確認することは有
用です（図10）。

ステップ3：プレート固定後のベンディング
プレートの最近位と最遠位部は、2.5mmベンダー
（品番：231220100）と2.5mmエンドベンダー（品番：

231220101）を用いて、in-situでベンディングする
ことが可能です。2本のベンダーを各F.A.S.T.ガイド
に挿入して、一方のベンダーを保持しながら、も
う一方のベンダーに力を加えてベンディングしま
す（図11）。

ステップ4：スクリュー固定
ベンディングが終了し、仮固定の2.5mmフルスレッ
ドスクリューノンロッキングを完全に挿入した後
に、残りのスクリューホールに2.5mmフルスレッド
スクリューロッキング（品番：1312126XX）を挿入
します（図12）。

Note：スクリューの挿入手技の詳細は、P36～37

の「2.5mmスクリューの挿入」を参照してください。

図9

図10

図11

図12
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F.A.S.T.ガイドアダプターを用い、Kワイヤーに
よる仮固定とスクリュー挿入位置確認が可能

ノンロッキングスクリューを使用することにより、
最大1.25ｍｍのコンプレッションが可能

ロッキングホール
ロッキングスクリュー、ノンロッキングスクリュー
の選択が可能

ボックスデザインによる
プレート強度の向上

F.A.S.T.ガイドを利用した
ベンディング

プリセットされたF.A.S.T.ガイド

ロッキングでもノンロッキングでもスクリューヘッドはプレート
から突出せず、全体としてロープロファイルな形状を実現

コンプレッションスクエア

9

A.L.P.S. Total Foot System

SJFプレート（シングルジョイントフュージョンプレート）

SJFプレートにはコンプレッションとスクエア（スモール、ラージ）があり、単一の関節固定に対してさま
ざまな選択肢を提供します。コンプレッションホールを使用することにより、最大1.25mmのコンプレッショ
ンがかけられます。

SJ
Fプ
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図1

展開とプレートの設置

ステップ1：プレートの設置
プレートを設置してスクリュー固定する前に、プ
レート中央の二つのホール間に関節面が位置し、
関節面にスクリューが入らないことを確認します
（図1）。

ステップ２：仮固定
F.A.S.T.ガイドに設置したF.A.S.T.ガイドアダプター
からKワイヤーを刺入して、プレートの仮固定を行
います（図2）。

もしKワイヤーの方向が不適切と判断された場合
は、プレートをベンディングするか、もしくは
3.5mmロープロファイルコーティカル（ノンロッ
キング）（品番：8512350XX）を使用します。

Note：Kワイヤーの位置を透視下に指標にするこ
とにより、楔状骨や中足骨へのスクリュー挿入位
置をあらかじめ確認することができます（図3a，
3b）。

図2

図3a

図3b

第1中足楔状関節であれば内側に縦切開を置きます。関節を展開し、軟骨下骨から出血を見るまで全ての軟
骨を切除します。中足骨の短縮や背屈変形を来す場合は自家骨や同種骨移植を考慮します。整復位を保持す
るために、プレートを設置する前にKワイヤーで関節を仮固定します。

F.A.S.T.ガイドアダプター

SJFプ
レ
ー
ト
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A.L.P.S. Total Foot System

図4a

図4b

図4c

プレートを骨に仮固定した後でも、専用のベンダー
を使用することにより、in-situで各々の骨形状に合
わせてベンディングが可能です。

Note： マ ル チ プ ラ ナ ー ベ ン ダ ー（ 品 番：
214288004）は両端どちらでも使用可能であり、
様々なベンディング手技に対応します。ベンダー
端の片方は3つの歯があり、多面的なベンディング
が可能となっています（図4a，b）。またもう一方の
ベンダー端は円形になっており、単一平面上のベ
ンディングやねじりに適しています（図4c）。

注意：ベンディングは一方向にのみ行ってくださ
い。一方向にベンディングした後に反対方向にベ
ンディングしたり、ベンディングを繰り返すと、
プレートが脆弱化し折損する恐れがあります。

ステップ４：スクリューの挿入
プレートにかかる負荷を適切に分散させるために、
全てのスクリューホールにスクリューを挿入して
ください。もしロッキングとノンロッキングの両
方のスクリューを使う場合は、プレートが骨に接
するように、まずノンロッキングスクリューを最
初に挿入してください（図5)。

Note：スクリューの挿入手技の詳細は、P38～40

の「3.5mmスクリューの挿入」を参照してください。

ステップ3：プレート仮固定後のin-situベンディング

図5

マルチプラナーベンダー
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F.A.S.T.ガイドアダプターを用い、Kワイヤーに
よる仮固定とスクリュー挿入位置確認が可能

プリセットされたF.A.S.T.ガイド

ダブルF.A.S.T.ガイドベンダー

ロッキングホール
ロッキングスクリュー、ノンロッキング
スクリューの選択が可能

コンプレッションホール
最大2.5mmのコンプレッションが可能

セントラルウィンドーからの骨補填が可能

ラージプレートオプション
舟状骨固定が可能

ロッキングでもノンロッキングでもスクリューヘッドはプレート
から突出せず、全体としてロープロファイルな形状を実現

12

DMFプレート（ドーサルミッドフュージョンプレート）

DMFプレートは、中足部独特の解剖学的形状にフィットするようにデザインされており、二つのサイズを選
択できます。スモールプレートは二つの足根中足関節を圧迫固定するようにデザインされており、ラージプ
レートはそれに加えて楔舟関節固定用のロッキングタブがついています。セントラルウィンドーおよびボッ
クスデザインによって、その強度を保ちながらも固定部位への自家骨や同種骨の移植が可能であり、また通
常のプレートに比べて術後のX線画像評価が容易になっています。

ロープロファイルなプレートの形状（厚さ2mm）とスクリューヘッドがプレートから突出しないデザイン
によって、靭帯や軟部組織への刺激を最小限にすることができます。アナトミカルなデザインに加えて、各
患者の足部の形状に合わせて専用のベンダーを用いてベンディングが可能です。

各コンプレッションホールは最大1.25mmのコンプレッションをかけることができます。また、このプレー
トでは3.5mmノンロッキングおよび3.5mmロッキングスクリューの選択が可能です。
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展開とプレート設置

以下の手術手技は、第2第3足根中足関節の固定に
ついて述べてあります。この手技は第1第2足根中
足関節の固定やリスフラン関節の脱臼骨折にも応
用できます。

ステップ1：展開
第3中足楔状関節上に縦切開を行います。第2第3中
足楔状関節を露出し、軟骨下骨からの出血が見ら
れるまで関節軟骨を全切除します。短縮や中足骨
の背屈変形を起こしうる場合は、関節固定部位に
自家骨や同種骨を移植します。

ステップ2：プレートの設置
DMFプレートはスモール、ラージともに近位が幅
広く、遠位に向かって幅が狭くなるデザインになっ
ています。近位の最も幅の広い部分が楔状骨上に、
遠位のより幅の狭い部分が中足骨上に当たるよう
に設置します（図1）。スクリューを挿入する前に、
関節面がスクリューホールの間にあり、スクリュー
が関節内に入らないような位置にプレートがある
ことを透視下に確認します（図2）。

特にラージのDMFプレートでは、舟状骨用のタブ
が舟状骨の中央に位置していること、さらに遠位
のロッキングホールとコンプレッションホールが
第2第3中足骨上にあることを透視下に確認します。

図1

図2
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ステップ3a：プレートのベンディング
患者個々の骨形状によりフィットさせるため、ダ
ブルF.A.S.T.ガイドベンダー（品番：214288005）
を使用します（図3）。

Note：ダブルF.A.S.T.ガイドベンダーは、その両端
が異なった機能を持っており、さまざまなベンディ
ング手技に使用できます。ボックス型の方は、プ
レート上方が凸になるような一方向のベンディン
グに使用します（図3）。また反対側を使ってプレー
ト下方が凸になるようなベンディングも可能です。

ステップ3b：タブのベンディング
プレートの仮固定を行った後、ラージのDMFプレー
トのタブをマルチプラナーベンダー（品番：
214288004）とダブルF.A.S.T.ガイドベンダー（品番：
214288005）を用いて、多面的にベンディングで
きます（図4）。

注意：ベンディングは一方向にのみ行ってくださ
い。一方向にベンディングした後に反対方向にベ
ンディングしたり、ベンディングを繰り返すと、
プレートが脆弱化し折損する恐れがあります。

図3

図4

ダブルF.A.S.T.ガイドベンダー

マルチプラナーベンダー
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A.L.P.S. Total Foot System

仮固定

ステップ4：仮固定
F.A.S.T.ガイドに設置したF.A.S.T.ガイドアダプター
（品番：231218007）からKワイヤーを刺入して、
プレートの仮固定を行います（図5）。

F.A.S.T.ガイドアダプターを用いて2か所で仮固定
後、透視下にロッキングスクリューの挿入方向を
正確に確認できます（図6）。

もしKワイヤーで確認された方向が不適切と判断さ
れた場合は3.5mmロープロファイルコーティカル
（ノンロッキング）を用いることも可能です。

図5

図6

F.A.S.T.ガイドアダプター
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スクリューの挿入（コンプレッション）

ステップ5：ノンロッキングスクリューの
挿入によるコンプレッション
スモールのDMFプレートで最大のコンプレッショ
ンを得るためには、次のようにして4つのコンプ
レッションホールから3.5mmロープロファイル
コーティカル（ノンロッキング）を途中まで挿入
します。

まず2.5/3.5mmドリルガイド（品番：824196000）
の2.5mmの方をコンプレッションホールの最も端
の部分にあて、2.5mmドリルビット（品番：
829029170）を用いて対側の皮質までドリリング
します（図7）。

デプスゲージ（品番：214235100）のNON-L（Non-

Locked）のところで、長さを計測します（図8）。
図7

図8

2.5mmドリルビット

2.5/3.5mmドリルガイド

デプスゲージ
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A.L.P.S. Total Foot System

2.2mmスクエアスクリュードライバー（品番：
816301000）とスクリュードライバーハンドル（品
番：2141-49-000）を組み合わせ、3.5mmロープロ
ファイルコーティカル（ノンロッキング）を途中
まで挿入します（この段階ではスクリューヘッド
がプレートに接するまで挿入しないでください）
（図9）。

この操作を各コンプレッションホールで行い、そ
の後、仮固定に使ったすべてのF.A.S.T.ガイドアダ
プターとKワイヤーを取り外します（図10）。次に
途中まで挿入されたスクリューを1本ずつ完全に締
めこみます（図11）。

図9

図10

図11

2.2mmスクエア
スクリュードライバー
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ロッキングスクリューの挿入

ステップ6：ロッキングスクリューの挿入
残りのロッキングホールにロッキングスクリュー
を挿入して終了します（図12，13）。

Note：スクリューの挿入手技の詳細は、P38～40

の「3.5mmスクリューの挿入」を参照してください。

図12

図13
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より解剖学的な矯正を可能にする
ウェッジ構造

背側が幅広く、底側に向かって
狭くなるウェッジ形状

F.A.S.T.ガイドアダプターを用い、Kワイヤーに
よる仮固定とスクリュー挿入位置確認が可能

ロッキングホール
ロッキングスクリュー、ノンロッキングスクリュー
の選択が可能

プリセットされたF.A.S.T.ガイド

テーパー形状により
軟部組織への侵襲を最小化

ロッキングでもノンロッキングでもスクリューヘッドはプレート
から突出せず、全体としてロープロファイルな形状を実現
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A.L.P.S. Total Foot System

LCLプレート（ラテラルコラム延長プレート）

LCLプレートは、踵骨骨切りと踵立方関節固定のどちらの延長術にも対応できるようにデザインされていま
す。

このプレートには、ウェッジ0mm、ウェッジ6-8mm、ウェッジ8-10mm、ウェッジ10-12mmの4種類があり
ます。ロープロファイルなプレートの形状とスクリューヘッドがプレートから突出しないデザインによって、
腓骨筋腱や皮膚への刺激を最小限にすることができます。さらに独自のカーブデザインにより、腓骨筋腱へ
の刺激をさらに低減します。ウェッジ構造も工夫されており、背側が幅広く、底側に向かって狭くなる形状
を持たせているため、不自然な背屈変形などを防止できます。さらに自家骨あるいは同種骨を充填するのに
十分なスペースを確保できる構造になっています。

LC
Lプ
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展開とプレート設置

以下の手技はEvansの外側支柱延長術について述べ
ていますが、踵立方関節での延長固定術にも応用
できます。

ステップ1：展開
外果先端の1cm下方から踵立方関節のすぐ近位に
かけて皮膚切開を行います。浅腓骨神経の背側皮
枝や腓腹神経、腓骨筋腱などを損傷しないように
保護します。レトラクターを用いて背側と底側の
軟部組織を避けて骨切り部位を展開します。

ステップ2：骨切りとプレート設置
踵立方関節から10-12mm近位のところで骨切りし
ます。骨切り部位を8-12mm開大して、適切なプ
レートを選択します。ウェッジプレートを使用す
る場合は、骨切り面がウェッジに接していること
を確認します（図1）。T-15テーパードドライバー（品
番：214215070）を用いると、プレートが挿入し
やすくなります（図1）。

Note：不自然な背屈変形を防止するために、ウェッ
ジの幅広の部分は必ず背側に設置します。

Note：LCLプレートはベンディングできません。
このためF.A.S.T.ガイドは正確なドリリングのため
だけに用い、ベンディングには使用しないでくだ
さい。

図1

T-15テーパードドライバー
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A.L.P.S. Total Foot System

仮固定

ステップ3：仮固定
F.A.S.T.ガイドに設置したF.A.S.T.ガイドアダプター
（品番：231218007）からKワイヤーを刺入して、
プレートの仮固定を行います（図2）。

Note：仮固定を行うことにより、透視下にロッキ
ングスクリューの入る方向を正確に確認できます
（図3）。

図2

図3

Note：もしKワイヤーの方向が不適切と判断され
た場合、3.5mmロープロファイルコーティカル（ノ
ンロッキング）を用いることも可能です。

Note：LCLプレートを使用した外側支柱延長術に
おいては、仮固定を2か所行ってからF.A.S.T.ガイド
を外してください（図4）。

図4

T-15テーパードドライバー

F.A.S.T.ガイドアダプター

LC
Lプ
レ
ー
ト



22

スクリュー挿入

ステップ4：スクリューの挿入
ロッキングとノンロッキングの両方のスクリュー
を使う場合は、プレートを骨に圧迫固定するため
に、ノンロッキングスクリューを最初に挿入して
ください。

プレートにかかる負荷を適切に分散させるために、
全てのスクリューホールにスクリューを挿入して
ください（図5）。

Note：プレートのロッキングホールは、スクリュー
長が26mmまでであれば、互いのスクリューが干
渉しないように設計されています。またスクリュー
が骨切り面や関節面に入らないようにデザインさ
れています（図6）。

Note：スクリューの挿入手技の詳細は、P38～40

の「3.5mmスクリューの挿入」を参照してください。

図5

図6
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ロッキングでもノンロッキングでもスクリューヘッドはプレート
から突出せず、全体としてロープロファイルな形状を実現

A.L.P.S. Total Foot System
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MCFプレート（メディアルコラムフュージョンプレート）

MCFプレート（メディアルコラムフュージョンプレート）は、舟状骨、内側楔状骨、第一中足骨の解剖学的
形状に適合するようにデザインされています。ロープロファイルなプレートの形状とスクリューヘッドがプ
レートから突出しないデザインによって、靭帯や軟部組織への刺激を最小限にすることができます。さらに
各患者固有の骨形状に適合させるように、仮固定を行った後でもベンディングが可能です。また楔舟関節、
足根中足関節で最大1.25mmのコンプレッションがかけられるようにデザインされています。このプレート
では3.5mmノンロッキングおよび3.5mmロッキングスクリューの選択が可能です。

F.A.S.T.ガイドを利用したベンディング

コンプレッションホール
最大1.25mmのコンプレッションが可能

F.A.S.T.ガイドアダプターを用い、Kワイヤーに
よる仮固定とスクリュー挿入位置確認が可能

プリセットされたF.A.S.T.ガイド

ロッキングホール
ロッキングスクリュー、ノンロッキングスクリュー
の選択が可能
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展開とプレートの設置

ステップ1：展開
舟状骨近位端から第一中足骨骨幹部まで切開しま
す。楔舟関節、足根中足関節を露出し、軟骨下骨
からの出血が見られるまで関節軟骨を全切除しま
す。第一趾列の短縮や背屈変形を起こしうる場合
は、関節固定部位に自家骨や同種骨を移植します。
プレートを設置する前に、アライメントを維持す
るためにKワイヤーで仮固定することも有用です。

Note：前脛骨筋腱は、術者の判断で、一旦骨から
剥離してプレート固定後に再度逢着するか、ある
いは前脛骨筋腱を温存したままプレートをその下
に滑りこませて固定します。後者の場合はプレー
トをベンディングした後、これを腱の下に滑りこ
ませる前に、遠位5つのF.A.S.T.ガイドを取り外しま
す。

ステップ2：プレートの設置
プレートを舟状骨から内側楔状骨をまたいで第一
中足骨まで当てます。コンプレッションをかけた
い場合は、二つのコンプレッションホールがそれ
ぞれ内側楔状骨と第一中足骨の上にあることを確
認します。スクリューを挿入する前に、関節面が
スクリューホールの間にあり、スクリューが関節
内に入らないような位置にプレートがあることを
確認します（図1）。

図1
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ステップ3：プレートのベンディング
MCFプレートをあらかじめ解剖学的な形状にする
ことは困難であるため、舟状骨、内側楔状骨、第
一中足骨の解剖学的形状を確認しておきます。そ
の後、ダブルF.A.S.T.ガイドベンダー（品番：
214288005）を使用して単一平面上のベンディン
グ（図2）、マルチプラナーベンダー（品番：
214288004）を用いて多面的なベンディング（図3）
が可能です。

Note：ダブルF.A.S.T.ガイドベンダーは、その両端
が異なった機能を持っており、さまざまなベンディ
ング手技に使用できます。ボックス型の方は、プ
レート上方が凸になるような一方向のベンディン
グに使用します（図2）。また反対側を使ってプレー
ト下方が凸になるようなベンディングも可能です
（図4）。

注意：ベンディングは一方向にのみ行ってくださ
い。一方向にベンディングした後に反対方向にベ
ンディングしたり、ベンディングを繰り返すと、
プレートが脆弱化し折損する恐れがあります。

図2

図4

図3

ダブルF.A.S.T.ガイドベンダー

マルチプラナーベンダー

ダブルF.A.S.T.ガイドベンダー
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ステップ4：仮固定
F.A.S.T.ガイドに設置したF.A.S.T.ガイドアダプター
（品番：231218007）からKワイヤーを刺入して、
プレートの仮固定を行います（図5）。

Note：仮固定を行うことにより、透視下にロッキ
ングスクリューの入る方向を正確に確認できます。
もしKワイヤーの方向が不適切と判断された場合、
プレートをベンディングするか、あるいは3.5mm

ロープロファイルコーティカル（ノンロッキング）
を用います。

MCFプレートでは、コンプレッションホールが内
側楔状骨や第一中足骨上に位置し、かつ舟状骨に
十分にスクリューが入る位置にプレートが設置さ
れていることを透視下に確認することが重要です
（図6）。

Note：その独特の形状から、舟状骨に挿入するス
クリューの方向には特に注意が必要です。プレー
トの最も後方かつ下方のホールにスクリューを挿
入する際は、スクリューが距舟関節内に入らない
ように方向を確認します（図7）。

図5

図6

図7

F.A.S.T.ガイドアダプター
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仮固定後のベンディングとスクリュー挿入

ステップ5：骨形状に合わせたベンディング
プレートを骨に仮固定した後でも、マルチプラナー
ベンダー（品番：214288004）を用いればその各々
の形状に合わせてベンディングが可能です。

Note：マルチプラナーベンダーは両端どちらでも
使用可能であり、様々なベンディング手技に対応
します。ベンダー端の片方は3つの歯があり、多面
的なベンディングが可能となっています（図8）。
またもう一方のベンダー端は円形になっており、
単一平面上のベンディングやねじりに適していま
す。

注意：ベンディングは一方向にのみ行ってくださ
い。一方向にベンディングした後に反対方向にベ
ンディングしたり、ベンディングを繰り返すと、
プレートが脆弱化し折損する恐れがあります。

ステップ6：スクリュー固定
MCFプレートで楔舟関節、足根中足関節に最大
1.25mmのコンプレッションをかけるためには、次
の手順に従ってまず楔舟関節からコンプレッショ
ンをかけていきます。

プレートを舟状骨に固定するためには、まずプレー
ト近位中央ホールから3.5mmロープロファイル
コーティカル（ノンロッキング）を挿入します。
次に残りのホールから3.5mmコーティカルスク
リューロッキングを挿入します（図9）。

図8

図9

マルチプラナーベンダー

※図中に示した数字は、推奨するスクリューの挿入手順です。

M
C

Fプ
レ
ー
ト



4

5
6

7

8

11
10

9

28

内側楔状骨上にあるコンプレッションホールに
3.5mmロープロファイルコーティカル（ノンロッ
キング）を完全に挿入して、楔舟関節にコンプレッ
ションをかけます（図10）。

残りのホールから3.5mmコーティカルスクリュー
ロッキングを挿入し、内側楔状骨にプレートを固
定します（図11）。

第一中足骨上にあるコンプレッションホールに
3.5mmロープロファイルコーティカル（ノンロッ
キング）を完全に挿入して、足根中足関節を圧迫
します（図12）。

残りのホールにロッキングスクリューを対側の皮
質まで挿入し、第一中足骨にプレートを固定しま
す（図13）。

Note：スクリューの挿入手技の詳細は、P38～40

の「3.5mmスクリューの挿入」を参照してください。

図10

図11

図12

図13

※図中に示した数字は、推奨するスクリューの挿入手順です。
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NVプレート（足舟状骨骨折用プレート）

NVプレート（足舟状骨骨折用）は、ロープロファイル（厚さ1.65mm）でその解剖学的形状は足舟状骨にフィッ
トし、軟部組織への刺激を最小限にしています。その足舟状骨専用のプレート形状に加え、個々の骨形状、
症例に合わせたin-situベンディングも可能です。スクリューは2.5mmノンロッキングスクリューおよび
2.5mmロッキングスクリューの選択が可能です。

ロッキングホール
ロッキングスクリュー、ノンロッキングスクリュー
の選択が可能

in-situベンディングが可能Kワイヤーによる仮固定

プリセットされたF.A.S.T.ガイド ロープロファイル形状
（厚さ：1.65mm）
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展開、整復とプレート設置

ステップ1：展開
距骨頚部中央から第2中足骨基部まで背側縦切開を
行います。2つ目の皮切が必要な場合には、内側に、
距骨頚部中央から内側楔状骨中央まで追加します。
さらに関節内の良好な視野確保のため距舟関節お
よび楔舟関節の関節包を切開しなければならない
場合もあります。

ステップ2：整復とプレート設置
適切な展開と血腫洗浄後に骨折部を整復し、Kワイ
ヤーや骨把持などで仮固定を行います。プレート
は幅の広い部分が内側に当たるように設置します
（図1）。

Note：プレートは舟状骨に適合し、多くのスク
リューが内側から外側に向かうように設計されて
います。

図1

プレートの仮固定

1.6mm Kワイヤーを使用し、プレートを仮固定し
ます。その際どのF.A.S.T.ガイドを使用することも
可能です（図2）。

プレートの仮固定後、2.5mmベンダー（品番：
231220100）と2.5mmエンドベンダー（品番：
231220101）を使用してin-situベンディングによって
調整を行うことも可能です（図3）。

Note：プレートデザインの特性から、通常外側でベ
ンディングが行われます。

Note：骨折型やアプローチの方法にかかわらず、プ
レート設置前におおよその形状にプレートベンディン
グを行うことを推奨します。また小皮切で行う場合
は、プレートの挿入前にF.A.S.T.ガイドを外してくださ
い。

注意：ベンディングは一方向にのみ行ってくださ
い。一方向にベンディングした後に反対方向にベ
ンディングしたり、ベンディングを繰り返すと、
プレートが脆弱化し折損する恐れがあります。

図2

図3

1.6mm Kワイヤー

2.5mmベンダー
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スクリューの挿入

それぞれのロッキングホールにはロッキングスク
リューおよびノンロッキングスクリューの挿入が
可能です。スクリューは骨折部の固定に必要な本
数を挿入します（図4）。

ノンロッキングスクリューとロッキングスクリューを併
用する場合は、ノンロッキングスクリューを先に挿入
してください。

Note：ノンロッキングスクリューをプレートの外側、
中央、内側に挿入し、プレートを骨に圧着させ、ロッ
キングスクリューを挿入します。

追加のロッキングスクリューを必要に応じて挿入しま
す。

Note：スクリューの挿入手技の詳細は、P36～37の
「2.5mmスクリューの挿入」を参照してください。

図4

N
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TNプレート（距骨頚部骨折用プレート）

TNプレート（距骨頚部骨折用）は、ロープロファイル（厚さ1.65mm）でその解剖学的な形状は距骨頚部外
側に適合します。スクリューは関節外から距骨体部後方、距骨頭部に挿入されます。スクリューは2.5mmノ
ンロッキングスクリューおよび2.5mmロッキングスクリューの選択が可能です。

F.A.S.T.ガイドを利用した
容易なベンディング

ロープロファイル形状
（厚さ：1.65mm）

プリセットされたF.A.S.T.ガイド

Kワイヤーによる仮固定 F.A.S.T.ガイド越しのドリリング

ロッキングホール
ロッキングスクリュー、ノンロッキングスクリュー
の選択が可能

TN
プ
レ
ー
ト
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A.L.P.S. Total Foot System

展開、整復とプレート設置

ステップ1：展開
TNプレートを転位・粉砕した距骨体部骨折や距骨
頚部骨折に用いる際には前外側アプローチが必要
となります。距骨内側に粉砕がある際には追加で
前内側アプローチが必要となる場合があります。
骨折部の整復後、プレート設置前にKワイヤーで仮
固定を行います。

ステップ2：整復とプレート設置
適切な展開と血腫洗浄後に骨折部を整復し、Kワイ
ヤーで仮固定を行います。プレートは距骨外側の
距骨頚部に設置し、スクリューが距骨体部後方お
よび距骨頭部に挿入されるようにします。（図1）。

凹形状をさらに強くベンディングしたい場合は図2

のようにベンダーを使用します。

凹形状を弱く（平らに）ベンディングしたい場合
は図3のようにベンダーを使用します。

図1

図2

図3

2.5mmベンダー
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レ
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プレートの仮固定

1.6mm Kワイヤーを使用し、プレートを仮固定し
ます（図4）。その際どのF.A.S.T.ガイドを使用する
ことも可能です。

プレートの仮固定後、2.5mmベンダー（品番：
231220100）と2.5mmエンドベンダー（品番：
231220101）を使用して更なるベンディングの調
整を行うことも可能です。

注意：ベンディングは一方向にのみ行ってくださ
い。一方向にベンディングした後に反対方向にベ
ンディングしたり、ベンディングを繰り返すと、
プレートが脆弱化し折損する恐れがあります。

Note：in-situベンディングを行う際は、整復位を
保持しておく必要があるため、プレートが2点で固
定されている必要があります。その際、いずれか
のプレート端で外側にスクリュー固定しておくこ
とで固定性が得られます（図5）。

図4

図5

1.6mm Kワイヤー

2.5mmエンドベンダー

2.5mmベンダー
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A.L.P.S. Total Foot System

スクリューの挿入

全てのスクリューホールにスクリューを挿入しま
す（図6）。

それぞれのホールにはロッキングスクリューおよ
びノンロッキングスクリューの挿入が可能です。

ノンロッキングスクリューとロッキングスク
リューを併用する場合は、ノンロッキングスク
リューを先に挿入してください。

Note：透視下にスクリューが至適位置に適切な長
さで挿入されているか確認します（図7）。

Note：術者の判断により強固な固定が必要な場合
は、プレートを介さず中空スクリューを追加しま
す。

Note：スクリューの挿入手技の詳細は、P36～37

の「2.5mmスクリューの挿入」を参照してください。

図6

図7
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ト



2.5mmフルスレッドスクリューロッキング  
（品番：1312126XX）

2.5mmフルスレッドスクリューノンロッキング  
(品番：1312-12-5XX)
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2.5mm スクリューの挿入

ステップ１：ドリリング
2.0mmドリルビット（品番：2312-01-301）を
F.A.S.T.ガイド越しに挿入して、適切な長さまでド
リリングします（図1）。

Note：ロッキングスクリューは、必ずノンロッキ
ングスクリュー挿入後に使用してください。

注意：ドリルの先端が骨に垂直に接する前にドリ
リングを開始すると、F.A.S.T.ガイドやドリルその
ものを損傷する恐れがあります。

ステップ2：F.A.S.T.ガイドの取り外し
ペグドライバーハンドル（品番：MQC）につけた
2.0/2.5mmドライバービット（品番：231220211）
で、F.A.S.T.ガイドを取り外します（図2）。

図1

図2

2.0/2.5mmドライバービット

2.0mmドリルビット

F.A.S.T.ガイド

2.5m
m
ス
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リ
ュ
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A.L.P.S. Total Foot System

2.5mm スクリューの挿入

ステップ3：計測
2.5mmボーンデプスゲージ（品番：231220125）
を使用し、「Non.F.G.」の線のところでスクリュー
長を計測します（図3）。

Note：F.A.S.T. ガイドをつけたままで計測する場合
は、デプスゲージの「F.G.」の線のところでスク
リュー長を計測します。

ステップ4：スクリューの挿入
ペグドライバーハンドル（品番：MQC）につけた
2.0/2.5mmドライバービット（品番：231220211）
で適切な長さのロッキングあるいはノンロッキン
グスクリューを挿入します（図4）。

図3

図4

2.0/2.5mmドライバービット

2.5mmボーンデプスゲージ

2.
5m

m
ス
ク
リ
ュ
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3.5mm スクリューの挿入（ロッキング）

2.7mmメジャリングスリーブ（品番：856301005）
を2.7mmキャリブレイテッドドリルビット（品番：
214227160）にセットし、F.A.S.T.ガイド越しにド
リリングします。2.7mmメジャリングスリーブを
F.A.S.T.ガイドの端に当たるまでスライドさせ、手
前側の目盛の数値を読みとります（図5）。

Note：F.A.S.T.ガイドを外した後に計測する場合は、
デプスゲージを使用して“LOCK”ラインの目盛で計
測してください（図6）。

次 に T-15テ ー パ ー ド ド ラ イ バ ー（ 品 番：
214215070）とスクリュードライバーハンドル（品
番：2141-49-000）を組み合わせ、F.A.S.T.ガイドを
取り外します。スクリューは、T-15テーパードド
ライバーとトルクリミッティングハンドル（品番：
214118001）の組み合わせ、もしくはT-15テーパー
ドドライバーとトルクリミッティングパワーアダ
プター（品番：231218020）の組み合わせで挿入
します（図7）。

Note：トルクリミッティングパワーアダプター無
しでパワーツールを使用する際にはゆっくりした
スピードで挿入し、最終締め付けは必ずトルクリ
ミッティングハンドルを使用して徒手的に行って
ください。

図5

図6

図7

2.7mmメジャリングスリーブ

デプスゲージ

トルクリミッティングハンドル

T-15テーパードドライバー

2.7mmキャリブレイテッドドリルビット

3.5m
m
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A.L.P.S. Total Foot System

2.5/3.5mmドリルガイド（品番：824196000）の
2.5mmスリーブをスクリューホールにセットし、
2.5mmドリルビット（品番：829029170）でドリ
リングします（図8）。

Note：ノンロッキングスクリューを使用する際は、
ドリリングする前にF.A.S.T.ガイドを取り除きます。

2.5/3.5mmドリルガイド

図8

3.5mm スクリューの挿入（ノンロッキング）

コンプレッションホールを使用する場合

コンプレッションをかけない場合
2.5/3.5mmドリルガイド（品番：824196000）の
2.5mmスリーブをコンプレッションホールの最も
幅広い部分にあて、2.5mmドリルビット（品番：
829029170）で適切な長さまでドリリングします
（図9）。

コンプレッションをかける場合
2.5/3.5mmドリルガイド（品番：824196000）の
2.5mmスリーブをコンプレッションホールの最も
狭い部分にあて、2.5mmドリルビット（品番：
829029170）で適切な長さまでドリリングします
（図10）。

図9

図10

2.5mmドリルビット

2.5mmドリルビット
2.5/3.5mmドリルガイド
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デプスゲージ（品番：214235100）の“NON-L”ラ
インの目盛で計測してください（図11）。計測後、
適切な長さのスクリューを選択し、2.2mmスク
エアスクリュードライバー（品番：816301000）
とスクリュードライバーハンドル（品番：2141-

49-000）を組み合わせ、スクリューを挿入します
（図12）。

“NON-L”
ライン

図11

図12

デプスゲージ

2.2mmスクエアスクリュードライバー

3.5m
m
ス
ク
リ
ュ
ー



45 mm 10 mm

1.65 mm

5º

14º

MTPフュージョン

品番

ひだり 824671001

みぎ 824671101

MTPプレート（MTPフュージョンプレート）

TNプレート（距骨頚部骨折用プレート）

距骨頚部骨折用

品番 824675002

1.65 mm
18.4 mm

13.6 mm

2.5mm フルスレッド スクリュー ロッキング

■

品番 サイズ

1312126XX 10～40mm（2mm毎）

ドリル径2.0mm　■ 1.3mm スクエア スクリュードライバー使用

2.5mm フルスレッド スクリュー ノンロッキング

■

品番 サイズ

1312-12-5XX 10～40mm（2mm毎）

ドリル径2.0mm　■ 1.3mm スクエア スクリュードライバー使用

53 mm

15 mm

1.65 mm

足舟状骨骨折用

品番

ひだり 824672002

みぎ 824672102

NVプレート（足舟状骨骨折用プレート）
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インプラント一覧（2.5mmスクリュー）

※プレートは実寸大
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3.5mm コーティカルスクリュー ロッキング

品番 サイズ

8561350XX 10～60mm（2mm毎）

ドリル径2.7mm　  T-15 テーパード ドライバー使用

3.5mm ロープロファイル コーティカル（ノンロッキング）

■

品番 サイズ

8512350XX
10～50mm（2mm毎）

50～70mm（5mm毎）

ドリル径2.5mm　■ 2.2mm スクエア スクリュー ドライバー使用

DMFプレート（ドーサルミッドフュージョンプレート）

2 mm 2 mm

24 mm27 mm

54 mm37 mm

DMFプレート
ドーサルミッドフュージョン スモール

品番 824674001

DMFプレート
ドーサルミッドフュージョン ラージ

品番 824674003

SJFプレート（シングルジョイントフュージョンプレート）

シングルジョイントフュージョン
 コンプレッション

品番 824677020

シングルジョイントフュージョン
スクエア スモール

品番 824677021

シングルジョイントフュージョン
スクエア ラージ

品番 824677022

18.5 mm

17.5 mm

26.5 mm 30.5 mm

16.5 mm

42 mm

2.2 mm

2.2 mm 2.2 mm
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インプラント一覧（3.5mmスクリュー）

※プレートは実寸大

イ
ン
プ
ラ
ン
ト
一
覧



LCLプレート（ラテラルコラム延長プレート）

ラテラルコラム延長
ウェッジ0mm

品番 824673000

ラテラルコラム延長
ウェッジ6-8mm

品番 824673001

ラテラルコラム延長
ウエッジ8-10mm

品番 824673002

ラテラルコラム延長
ウェッジ10-12mm

品番 824673003

25 mm

17 mm 12 mm 12 mm 12 mm

8 mm 12 mm

2 mm 4.5 mm

6 mm 8 mm 10 mm

25 mm 28 mm 29 mm

4.5 mm 4.5 mm

2.35 mm 2.35 mm 2.35 mm

10 mm

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

https://www.zimmerbiomet.com/ja
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27 mm

64 mm

2.2 mm

メディアルコラムフュージョン

品番

ひだり 824676001

みぎ 824676101

MCFプレート（メディアルコラムフュージョンプレート）

A.L.P.S. Total Foot System

※プレートは実寸大


