NCB®-PH
上腕骨近位用プレート

MIS 用
手術手技

Proximal Humerus Osteosynthesis Plate with
Polyaxial Locking Screws

禁忌、警告、予防措置を含む製品情報が添付文書に記載されています。
必ず使用前は参照して下さい。
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はじめに
NCB-PH 上腕骨近位部プレート
上腕骨近位部骨折に対する解決策
NCB-PH（Non-Contact Bridging for the
Proximal Humerus）システムは上腕骨
近位部の骨折治療における解決策です。
このシステムでは ､ 特に骨粗鬆骨患者
における骨折部の安定性改善のため ､
ポリアクシャル（多軸方向：30°）なス
クリュー設置が可能で ､ その後にスク

4穴

リューのロッキングができるように
5穴

なっています。ロッキングする前にス
クリューはコンベンショナルスク
リューとして働き ､ 骨折の整復に用い
ることもできます。これは他のロッキ

Non
Contact

ングシステムにはないメリットです。
ロッキングされた状態では ､ プレート
が骨表面に接触することなく NCB-PH
が内固定器として働き ､ 骨膜性血行障
害のリスクが低下します。
システムの安定性を高めるための
ポリアクシャル（多軸）なスクリュー
設置とその後のロッキングのオプ
ションにより、スクリューによる骨
折整復が可能

Non-Contact Bridging 骨接
合により骨膜性血行障害の
リスクが低下

ロッキングナット

スペーサー

8mm 径

解剖学的な曲線をもたせた
プレート

1 ～ 3mm

4.0mm
NCB キャニュレイトタイプスクリュー

150 N

4 Nm

締め付けトルク

4.5mm
NCB キャニュレイトタイプキャンセラススクリュー

材質：NCB プレートおよびスクリューはチタ
ン合金（Ti-6 アルミニウム -4 バナジウ
ム合金）です。

NCB ロッキングナットによる Angular Staibility
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NCB-PH プレートは ､X 線透過性素材の
ターゲティングデバイス ､ 専用器具使
用によるキャニュレイトタイプのコー
ティカルスクリューおよびキャンセラ
ススクリューを用いて *MIS 手術手技に
より設置することが可能です。
X 線透過性
MIS ターゲティングデバイス
X 線透過性のあるターゲティングデバ
イスを用いた *MIS 手術手技

システムの特徴
縫合糸用のオブリークホール
2mm のオブリークホールはプレート固
定をした後のスーチャーホールとして
利用可能です。

適応
MIS 手技 *
（A n t e r i o r / L a t e r a l D e l t o i d S p l i t
Incision）の適応
・Neer の分類での 2-part 転位骨折
・AO 分類で type11A の関節外 2-part
*MISTM ジンマー低侵襲ソリューション（Minimally Invasive Solution）
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術前計画と患者の体位
術前計画
術前計画には損傷した肩の X 線写真を
前後面で撮影することが不可欠です。
さらに ､ 肩甲骨の「Y」撮影 ､ 即ち前後
面に対して直角の角度での撮影も必要
となります。
CT スキャンでは結節部に関する情報も
得られます。術前計画には X 線テンプ
レートの使用を推奨します。

患者の体位
患者は手術台にビーチチェアポジショ
ンにします。
患者が正しい位置についた後 ､ 上腕骨
近位部を最大限広く撮影できるよう ､C
アームを調整します。

症例

術前

術後（MIS* テクニックによる）

*MISTM ジンマー低侵襲ソリューション（Minimally Invasive Solution）
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MIS テクニック *
Anterior/Lateral Deltoid
Split Incision
Anterior/Lateral
Deltoid Split Incision
MIS テクニックとしては、Anterior/Lateral
Deltoid Split Incision が推奨されます。
重要：腋窩神経の損傷を避け ､ 骨片へ
の血流を維持するよう注意を払
わなければなりません。

1. 骨折部の整復
骨折部を整復し ､ イメージインテンシ
ファイヤーで整復を確認します。
上腕骨頭および結節片を処置し ､1.8mm
の K ワイヤーを用いて一時的に骨片を
仮固定します。K ワイヤーはプレート
設置の邪魔にならないところに挿入す
べきです。

*MISTM ジンマー低侵襲ソリューション（Minimally Invasive Solution）
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ターゲティングデバイス
プレートホールナンバリングシステム
正しいプレートホールに照準を合わせ
るため ､ ターゲティングモジュール
（SA-0991-125）にはナンバリングシス
テムがあります。

スクリューホール番号
1-2-6-7-8
に照準を合わせ ､3 番に関しては裏返し

1

2

て使います。

3
4
5
6
重要：ロッキングメカニズムの機能が

7

損なわれることがあるため ､ プ
レートをベンディングすること

8

は推奨できません。

NCB スクリューホールナンバリングシステム
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NCB-PH プレートの挿入
1.MIS X 線透過性ターゲティングデバ
イスの取り付け
X線透過性のターゲティングハンドル
（02.00024.101）をNCB-PH プレートの近
位端に取り付けます。コネクションスク
リューを締める際はスクリュードライ
バー3.5mmHexを使用してください。
2.NCB-PH プレートの挿入
上腕骨近位部に沿った皮下の高位前
方 / 側方三角筋切開部からプレート
（02.02262.105）を挿入します。
重要：すぐに骨に接触するように挿入

プレートの挿入

してください。腋窩神経の損傷
を避け ､ 骨片への血流を維持す
るよう注意を払わなければなり
ません。
3.NCB-PH プレートの骨に対する位置
あわせ
前後面からの位置あわせ
プレートは ､ 術後の肩峰下インピンジ
メントを避けるため ､ 大結節上端にあ
る回旋筋腱板付着部から約 10mm 遠位
側に設置します。

大結節の上端から 10mm 遠位側 ､
外側面中心にプレートを合わせる

側面での位置あわせ
プレートは大結節の外側面中心に合わ
せます。
4. ターゲティングモジュールの取り付け
1-2-6-7-8 の穴番号がついている側が外
側に向くようにして黄色い矢印の先を
合わせ ､ ターゲティングモジュール
（SA-0991-125）をハンドルに取り付け
ます。

黄色い矢印をあわせる

ターゲティングモジュールを取り付ける
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NCB キャニュレイトタイプ
スクリューの設置

MIS テクニック
NCB キャニュレイトタイプセルフドリリングスクリュー
およびドリルのサイズ

1. 一般事項

スクリューの種類

スクリューの種類

最初の NCB スクリューの設置は骨折の

コーティカル スクリュー

キャンセラス スクリュー

種類や行われる整復によって決まりま

カタログ番号

カタログ番号

す。遠位部の 4.0mm のスクリューから

径

始めることを推奨します。

長さ

02.02157.0xx

径

4.0mm
20 ～ 34mm

02.02160.0xx

4.5mm

長さ

30 ～ 50mm

NCB-PH システムでは 2 種類のキャニュ
レイトタイプスクリューを提供していま
す。骨端や骨幹端に好ましい NCB キャ
ンセラススクリューと骨幹への設置に適

中空ドリル※

した NCB コーティカルスクリューです。

カタログ番号

いずれの種類のスクリューもセルフドリ

径

リングでセルフタッピングです。これら

長さ

02.00024.117

3.3mm
195mm

のスクリューはガイドワイヤーを通して
正確に設置することができます。プロテ
クションスリーブアセンブリがガイドと
して使われます。強度の高い皮質骨に前
もってドリルで穴を開ける際には ､ 中空

ガイドワイヤー※※

ドリル先を使うことができます。

カ タ ロ グ 番 号 02.01362.116

重要：キャニュレイトタイプスクリュー

径

は ､1.6mm- 長さ 190mm のガイ

1.6mm

長さ

190mm

ドワイヤーが前もって挿入され
ている場合に限り使用します。

NCB ガイドピンスムース※※※
カタログ番号
径

21-0062-016-00

長さ

1.6mm
190mm

販売名：NCB プレーティングシステム
医療機器製造販売承認番号：21800BZY10192000
※販売名：プレート & スクリュー手術器械 1
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228TR0002
※※販売名：Sirus 手術器械
医療機器製造販売承認番号：22100BZX00585000
※※※販売名：ガイドピン（未滅菌）
：
医療機器製造販売届出番号：13B1X00306G10273
（ 製造販売元：瑞穂医科工業株式会社）
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2. プレートの仮固定
ターゲティングデバイス近位部のNCB-PH
コネクションスクリュー
（02.00024.103）
に
1.6mm のガイドワイヤーを通して､プレー
トを骨に仮固定することができます。

NCB プレート連結部
（ネジ付 -0°用）

3. トロカールスリーブの挿入
皮膚切開部から No.8 のホールに 1.6 ～
10mm の NCB プロテクションスリーブ
アセンブリ（02.00024.113 ～ 116）を挿入
します。

4.1.6mm-190mm 長のガイドワイヤー
の挿入
トロカール 1.6mm を抜いて1.6mm- 長さ
190mm のガイドワイヤー
（02.01362.116）
ま
たはガイドピンスムース
（21-0062-016-00）
を挿入し､ イメージインテンシファイヤー
で正しい位置にあることを確認します。
重要：前後の骨皮質を見つけ ､ これら
二つの基準点の中心に 1.6mm ガ
イドワイヤーを刺入することに
より ､ 遠位側の中心を見つける

1.6mm のガイドワイヤーを挿入

ことができます。

遠位側中心点を見つける
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5. ドリルによる穴あけとスクリューの
長さの計測
スクリューの長さは 1.6mm ガイドワイ
ヤー（190mm 長のみ）に沿って NCB デ
プスゲージ（02.00024.119）で計測して
決定します。
重要：この方法ではプレートからガイ
ドワイヤーの先端までの距離を
計測します。
強度の高い皮質骨の場合 ､3.3mm
の 中 空 ド リ ル 先（02.00024.117）
（ガイドワイヤーが脱落しないよ
う ､ 外側皮質のみ）を使用する
ことも可能です。

NCB デプスゲージによる
スクリュー長の決定

中空ドリル先を使用する場合 ､
スクリューの長さは中空ドリル
先のシャフトについている目盛
で計測することができます。

中空ドリル先のシャフトについて
いる目盛によるスクリュー長の決
定

6. 遠位部へのキャニュレイトタイプス
クリューの設置
1.6mm のガイドワイヤーに沿ってキャ
ニュレイトタイプスクリュー
（02.02160.0xx）を挿入する際には､NCBPH 中空ドライバー
（02.00024.120）を使
います。
NCB スクリューは骨に対して適度な強
さで締めなければなりません。
重要：十分に安定した固定を得るため
には ､ スクリューをバイコー
ティカルで固定することをお勧
めします。

キャニュレイトタイプスクリューの挿入
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7. ロッキングナットの挿入
Hex 3.5mm の NCB-PH 中空ドライバー
を 使 っ て ､1.6mm ガ イ ド ワ イ ヤ ー に
沿ってロッキングナット（02.02150.300）
を挿入します。
ロッキングナットは適度に締めてくだ
さい。
重要：スクリュードライバーの中空部
分に血液があるとこれがガイド
ワイヤーを前へ押し出すことが
あるため ､ 血液がないことを確
認してください。

ロッキングナットの挿入

8. 最終的な角度安定性を得る
最終的な角度安定性を得るために､ ガイド
ワイヤーを抜き取り､NCBトルクレンチ
4Nm
（02.00024.022）を用いてクリック音
がするまでロッキングナットを締めま
す。

トルクレンチによる
ロッキングナットの締め付け

9. 近位部のキャニュレイトタイプ
スクリューの設置
1.6mm- 長さ 190mm のガイドワイヤー
（02.01362.116）またはガイドピンスムー
ス（21-0062-016-00）を軟骨下骨の近く
に挿入し ､ イメージインテンシファイ
ヤーで正しい位置にあることを確認し
ます。
重要：15°用を選択した場合は器械ケー
ス内の 15°用と記載された枠内
の器械を使用して下さい。
15°用カタログ：No.
SA-0991-126-..
-127-..
-140-..
-141-..

ガイドワイヤーの挿入
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10. スクリューの長さの計測
スクリューの長さは 1.6mm ガイドワイ
ヤー（190mm 長のみ）に沿って NCB デ
プスゲージ（02.00024.119）で計測して
決定します。
重要：この方法ではプレートからガイ
ドワイヤーの先端までの距離を
計測します。スクリューと関節
部までの間に適当な距離を確保
するため ､ 十分な距離を差し引
いてスクリューの長さを決定し
ます。
骨頭方向には、スクリューが 3 本
挿入できますが、長さとして 3 本
を軟骨下骨付近まで挿入すること
が重要です。

11. キャニュレイトタイプスクリューの
設置
1.6mm のガイドワイヤーに沿ってキャニュ
レイトタイプスクリュー
（02.02158.0xx）
を
挿入する際には ､NCB-PH 中空ドライバー
（02.00024.120）
を使います。
骨折部の整復のために圧迫をかけてく
ださい。NCB スクリューを骨に対して
締める際には適度な強さにし ､ 締めす
ぎないようにしてください。

12. ロッキングナットの挿入
Hex3.5mm の NCB-PH 中空ドライバー
を使って ､1.6mm ガイドワイヤーに沿っ
てロッキングナット
（02.03150.300）を挿
入します。
ロッキングナットを適度な力で締めて
ください。
重要：15°用を選択した際は、ガイドワ
イ ヤ ー を 抜 き 0 °の ホ ー ル に ス
リーブを入れ替えて 0°のホール
からロッキングナットを挿入し
ます。これはロッキングナットが
プレート面に対して一定の角度
で固定されるためです。

キャニュレイトタイプスクリューの挿入
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13. 最終的な角度安定性を得る
最終的な角度安定性を得るために､ ガイ
ドワイヤーを抜き取り､NCBトルクレン
チ4Nm
（02.00024.022）を用いてクリック
音がするまでロッキングナットを締め
ます。

トルクレンチによる
ロッキングナットの締め付け

14.No.3 スクリューの設置
最後の近位部のスクリューを設置する
ためには ､ ターゲティングモジュール
を裏返し ､ 一番上の 3 の番号のついた
黄色い枠の中にある穴を使います。黄
色い矢印を合わせてください。その後
ステップ 9 ～ 13 の説明と同様のスク
リュー設置手順を踏んでいきます。
重要：15°を選択した場合は 15°と記載
されたホールに 15°用のスリー
ブを使用して下さい。

ターゲティングモジュールを裏
返し ､3 番の番号のある最上部の
黄色いマークの穴を使用
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3.5mm ロッキングスクリュー
の設置
MIS ターゲティングデバイスを外した後、4°
収 束で挿入可能な 3.5 mm ロッキングスク
リュー（47-2369-0xx-35）を 2 つの近位孔に挿
入が可能です。

1. スクリューとドリルのサイズ
NCB ロッキングスクリューおよびドリルの
サイズ
スクリューの種類
コーティカルスクリュー
カタログ番号 47-2369-0xx-35
径

3.5mm

長さ

20 ～ 50mm

ドリル
カタログ番号 103.25.180
径

2.5mm

ドリルガイド
カタログ番号 02.00024.223
径

2.5mm

プロテクションスリーブ
カタログ番号 02.00024.222

NCB® -PH MIS 用手術手技

2. ドリルスクリューホール
NCB-PH ジグ（02.00024.220）をプレート上
で 保 持 し、 指 ま た は ス モ ー ル ド ラ イ バ ー
（109.01.020）を使用して、NCB-PH コネク
ションスクリュー（02.00024.221）を締めま
す。

NCB-PHプロテクションスリーブ
（02.00024.222）
を挿入し、
NCB-PH ドリルガイド
（02.00024.223）
をプレート孔にねじ込みます。そして 2.5mm
ドリルビット
（103.25.180）でスクリューホー
ルを開けます。

17
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3. スクリュー長の測定
2.5mm ドリルビット（103.25.180）と NCB-PH
ドリルガイド
（02.00024.223）を 抜 去 し、ス
モールデプスゲージで 3.5mm ロッキングス
クリュー長を測定します。
重要：近位部のスクリューの長さを決定す
る際には ､ 骨吸収およびスクリュー
が骨折部位で食い込む可能性を考慮
に入れなければなりません。軟骨下
骨域からスクリュー先端部までの間
に適度な距離を確保できるよう ､ 注
意を払ってください。

4. 3.5 mm ロッキングスクリューの挿入
スモールドライバー（109.01.020）を使用し
て、適切な 3.5 mm ロッキングスクリュー
（00-2369-0xx-35）を挿入します。スクリュ
挿入後に NCB-PH プロテクションスリーブ
（02.00024.222）を抜去し、2 本目のロッキン
グスクリューが必要な場合は手順を繰り返
します。スクリューヘッドの破損リスクを
抑えるため、スクリューは手で締めること
を推奨します。過度な力を入れないように
締めてください。

インプラント抜去

NCB-PH 上腕プレートを抜去する際には ､
まずすべてのロッキングナットをプレート
からはずし ､ それからすべてのスクリューを
緩めた後に、スクリューを骨から完全に取り
外します。このようにすることで ､ 最後のス
クリューを取り外す際にプレートが同時に
回転することが防げます。
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NCB® -PH 上腕骨近位用プレートシステムインプラント一覧

4.2

3.9

L
M8 X 0.75

NCB ®-PH plate

NCB ® ロッキング ナット

Holes
4
5

Ømm

REF
02.02262.104
02.02262.105

8

mm
3.5

M8 X 0.75

NCB ® スペーサー
(赤,青,緑)
3.5mm

REF
02.02150.300

L mm
1
2
3

REF
02.02150.311
02.02150.312
02.02150.313

赤
青
緑

Ø 3.5

Ø 3.4 Ø 4

Ø 3.2

Ø 6.2

L

Ø 6.2

Ø 2.74

Ø 3.5

1.75
L

1.75

NCB ® キャニュレイトタイプ 4.0 ㎜（コーティカル）
セルフドリル

Ø 4.5

NCB ® キャニュレイトタイプ 4.5mm（キャンセラス）
セルフドリル

Ø 6.2

1.0
L

0.5

NCB ® ロッキングタイプ 3.5mm（コーティカル）
セルフドリル

L mm

Ømm

REF

L mm

Ømm

REF

L mm

Ømm

REF

20
22
24
26
28
30
32
34

4
4
4
4
4
4
4
4

02.02157.020
02.02157.022
02.02157.024
02.02157.026
02.02157.028
02.02157.030
02.02157.032
02.02157.034

30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

02.02160.030
02.02160.032
02.02160.034
02.02160.036
02.02160.038
02.02160.040
02.02160.042
02.02160.044
02.02160.046
02.02160.048
02.02160.050

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

47-2369-020-35
47-2369-022-35
47-2369-024-35
47-2369-026-35
47-2369-028-35
47-2369-030-35
47-2369-032-35
47-2369-034-35
47-2369-036-35
47-2369-038-35
47-2369-040-35
47-2369-042-35
47-2369-044-35
47-2369-046-35
47-2369-048-35
47-2369-050-35
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