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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手術用、特に膝の手術のための液圧牽引装置であって、互いに対して調整可能な少なく
とも１対の作動部分（１１、１３）と、少なくとも１つの交換可能なピストン内包シリン
ダ装置（１５、１７）と、を有しており、前記ピストン内包シリンダ装置のピストン（１
５）は一方の前記作動部分（１１）に開放自在に連結しており、シリンダ（１７）は他方
の前記作動部分（１３）に開放自在に接続しており、前記ピストン内包シリンダ装置は前
記シリンダ（１７）を支持する外部支持マウント（１９）によって外側から固定されてお
り、かつ、前記ピストン（１５）と共に前記シリンダ（１７）内に挿入され得る少なくと
も１つの内部補強挿入物（２１、２３、２５）によって固定されていることを特徴とする
牽引装置。
【請求項２】
　前記ピストン（１５）及び前記シリンダ（１７）は、各々、射出成形方法によって作成
される使い捨て物品であることを特徴とする請求項１記載の牽引装置。
【請求項３】
　前記ピストン（１５）及び前記補強挿入物（２１、２３、２５）は、組立てられた状態
において小型ピストンユニットを形成し、該ユニットは少なくとも部分的な周縁領域にお
いて前記シリンダ（１７）内部を完全に満たしていることを特徴とする請求項１または請
求項２記載の牽引装置。
【請求項４】
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　前記ピストン内包シリンダ装置（１５、１７）が市販の使い捨て注射器によって形成さ
れていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項５】
　前記シリンダ（１７）の内部壁とピストンロッド（２７）との間に存在する空間が少な
くとも部分的に前記補強挿入物（２１、２３）によって満たされていることを特徴とする
請求項１乃至４のいずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項６】
　ピストンロッド（２７）のリブ構造（３１）によって境界をつけられ、前記シリンダ（
１７）内に存在している少なくとも１つのチャンバ（２９）が、少なくとも部分的に前記
補強挿入物（２１、２３）によって満たされており、前期ピストンロッド（２７）は前記
シリンダ（１７）の前記内部壁まで延在しており特に断面がクロス形状またはＸ形状であ
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項７】
　互いに反対側に配置された少なくとも１対のチャンバが、各々、少なくとも部分的に補
強挿入物（２１、２３）によって満たされていることを特徴とする請求項６記載の牽引装
置。
【請求項８】
　前記補強挿入物（２５）が前記シリンダ（１７）の内部壁で案内される管状ピストンロ
ッド（２７）の内側を少なくとも部分的に周縁領域に亘って完全に満たすことを特徴とす
る請求項１乃至５のいずれか１記載の牽引装置。
【請求項９】
　前記ピストン内包シリンダ装置（１５、１７）が前記作動部分（１１、１３）に組立て
られた状態のままで連結し得ることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１つに記載の
牽引装置。
【請求項１０】
　少なくとも１つの補強挿入物（２１、２５）が一方の前記作動部分（１１）に固着して
いることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項１１】
　少なくとも１つの補強挿入物（２３）が分離する構成要素として形成されていることを
特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項１２】
　前記シリンダ（１７）の前記支持マウント（１９）及び前記シリンダ（１７）に連結さ
れ得る前記作動部分（１３）が、キャリア部材（４３）に固着していることを特徴とする
請求項１乃至１１のいずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項１３】
　キャリア部材（４３）に好適に固着されるハンドル（４５）が、前記ピストン内包シリ
ンダ装置（１５、１７）において前記作動部分（１１、１３）の反対側に備わっているこ
とを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項１４】
　前記シリンダ（１７）に連結され得る前記作動部分（１３）が機能ブロック（４７）に
固着されており、該機能ブロック（４７）は牽引方向に平行に延在し、前記ピストン（１
５）に連結され得る前記作動部分（１１）の相対的回転及び／または偏向を防ぐように形
成されていることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項１５】
　前記機能ブロック（４７）は円形と異なる外部断面を有し、前記作動部分（１１）のガ
イド部分（４９）は、相対的な回転に対して固定するように少なくとも部分的に周縁領域
において係合していることを特徴とする請求項１４記載の牽引装置。
【請求項１６】
　前記機能ブロック（４７）は、前記牽引方向に対してわずかに傾いている当接表面（５
１）を有し、該表面（５１）は牽引長さが増加する方向に前記ピストン内包シリンダ装置



(3) JP 4231813 B2 2009.3.4

10

20

30

40

50

（１５、１７）の前記縦方向軸を向いており、偏向に対して固定するように前記作動部分
（１１）と協働することを特徴とする請求項１４または請求項１５記載の牽引装置。
【請求項１７】
　前記機能ブロック（４７）は、特に外部側面に付された目盛りの形式の表示装置（５３
）を備えており、前記表示装置（５３）によって前記牽引長さの測定が読取れることを特
徴とする請求項１４乃至１６のいずれか１記載の牽引装置。
【請求項１８】
　前記支持マウント（１９）及び／または前記補強挿入物（２１、２３、２５）が前記ピ
ストン内包シリンダ装置（１５、１７）の材質に比べてより高い曲げ強度の材質から製造
され、特に金属または繊維強化プラスチックから製造されることを特徴とする請求項１乃
至１７のいずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項１９】
　前記ピストン内包シリンダ装置（１５、１７）が、特に前記シリンダに付された目盛り
の形式の表示装置を備えていることを特徴とする請求項１乃至１８のいずれか１つに記載
の牽引装置。
【請求項２０】
　前記ピストン内包シリンダ装置（１５、１７）用の液体供給装置（３３）が、特に使い
捨て注射器である手で操作可能な注射器（３５）を含んでいることを特徴とする請求項１
乃至１９のいずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項２１】
　前記ピストン内包シリンダ装置（１５、１７）が液体供給装置（３３）に接続されてい
る液体ライン（３７）に少なくとも１つの圧力表示装置（３９）が接続されていることを
特徴とする請求項１乃至２０のいずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項２２】
　前記ピストン内包シリンダ装置（１５、１７）がユニットとして操作され得る液圧シス
テムを構成し、該液圧システムは特に滅菌され得るものであって少なくとも１つの液体供
給装置（３３）と、前記ピストン内包シリンダ装置（１５、１７）を前記液体供給装置（
３３）に接続する液体ライン（３７）と、特に水である作動液と、を更に含んでいて前記
作動部分（１１、１３）に全体として結合され得ることを特徴とする請求項１乃至２１の
いずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項２３】
　少なくとも２つのピストン内包シリンダ装置（１５、１７）が備わっており、前記作動
部分（１１、１３）に結合した状態において並列方向で操作されることを特徴とする請求
項１乃至２２のいずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項２４】
　前記ピストン内包シリンダ装置（１５、１７）が、使用に際して共通液体供給装置（３
３）に接続されることを特徴とする請求項２３記載の牽引装置。
【請求項２５】
　前記ピストン内包シリンダ装置（１５、１７）を液体供給装置（３３）に接続する液体
ライン（３７）に配置されているオンオフ弁（４１）によって、前記ピストン内包シリン
ダ装置（１５、１７）が、各場合において前記液体供給に交互に接続され得るものである
か、または、前記液体供給から互いに個々に分離され得るものであることを特徴とする請
求項２３または請求項２４記載の牽引装置。
【請求項２６】
　前記大腿骨（６１）と前記脛骨（６３）との間の所望の間隔をセットするため、前記作
動部分（１１、１３）は、前記大腿骨（６１）と前記脛骨（６３）との間に導入され得る
伸長部分を形成し、前記牽引方向にほぼ垂直に延在することを特徴とする請求項１乃至２
５のいずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項２７】
　上部作動部分（１１）が支持部分及び／または固定部分（６７、８１）を備え、前十字
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靭帯（６５）の移植の際の前記靭帯張力及び／または前記靭帯長さの決定のために、前記
支持部分及び／または固定部分（６７、８１）を介して前記装置が前記脛骨（６３）に支
持され及び／または固定され得ることを特徴とする請求項１乃至２６のいずれか１つに記
載の牽引装置。
【請求項２８】
　前記作動部分（１１、１３）が、前記靭帯（６５）を前記脛骨（６３）内に固定する固
定ツール（７１）及び固定部在の通路のための少なくとも１つの切り抜き（６９）を備え
ていることを特徴とする請求項２７記載の牽引装置。
【請求項２９】
　前記上部作動部分（１１）が、前記靭帯（６５）及び／または前記靭帯（６５）に接続
した牽引要素（７３）の通路用の少なくとも１つの切り抜き（６９）を備えていることを
特徴とする請求項２７または請求項２８記載の牽引装置。
【請求項３０】
　下部部分（１３）が、前記靭帯（６５）または前記靭帯（６５）に接続した牽引要素（
７３）を固定するための少なくとも１つの固定部分（３０）を備えていることを特徴とす
る請求項２７乃至２９のいずれか１記載の牽引装置。
【請求項３１】
　前記作動部分（１１、１３）が、各々、組立てた状態において少なくとも互いにほぼ平
行に延在する舌形状のプラットフォームを形成していることを特徴とする請求項１乃至３
０のいずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項３２】
　前記シリンダの前記支持マウント（１９）が、少なくとも部分的に管状に製造され、前
記シリンダは前記支持マウント（１９）内に前記管軸に沿って挿入可能であり、前記支持
マウント（１９）は、前記シリンダに接続した液体ラインの横方向の挿入用の特にスロッ
ト形状の挿入開口部（１２１）を有していることを特徴とする請求項１乃至３１のいずれ
か１つに記載の牽引装置。
【請求項３３】
　キャリア（１２３、１２５）がカッティングゲージ、特にカッティングブロック、に備
わっており、前記キャリアは前記シリンダの前記支持マウント（１９）及び前記シリンダ
に結合可能な前記作動部分（１３）が接続されているキャリア要素（４３）に結合可能で
あることを特徴とする請求項１乃至３２のいずれか１つに記載の牽引装置。
【請求項３４】
　前記キャリアが、前記カッティングゲージの支持の役割を担うプラットフォーム（１２
３）と前記キャリア要素（４３）に結合可能なキャリアバー（１２５）とを含み、前記キ
ャリアバー（１２５）はその一方の端部に前記プラットフォーム（１２３）を支え、前記
キャリア要素（４３）の調整通路（１２７）内に挿入可能であり、前記調整通路（１２７
）内において前記キャリアバー（１２５）は前記キャリア要素（４３）に対して調整可能
であり、前記キャリア要素（４３）上で特に分離して配置された複数の位置に固定可能で
あることを特徴とする請求項３３記載の牽引装置。
【請求項３５】
　前記キャリアバー（１２５）及び前記調整通路（１２７）の前記内部壁に特にリブ形状
の構造物（１２９、１３１、１３３、１３５）が備わっており、それらの相対的位置を固
定するために協働していることを特徴とする請求項３４記載の牽引装置。
【請求項３６】
　前記キャリアバー（１２５）及び前記調整通路（１２７）から自己ロックするように前
記調整装置が製作されていることを特徴とする請求項３４または請求項３５記載の牽引装
置。
【請求項３７】
　前記キャリアバー（１２５）が少なくとも部分的に分岐形状で作成されており、回復力
に対して同時に押すことが可能な分岐アーム（１３７、１３９）を含んでおり、特に互い
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に反対向きの外部側面に構造物（１３３、１３５）を備えていることを特徴とする請求項
３４乃至３６のいずれか１記載の牽引装置。
【請求項３８】
　前記キャリアバー（１２５）の前記分岐アーム（１３７、１３９）が、異なる向きのリ
ブ構造（１３３、１３５）の形状の構造物を、特に反対方向を指す両側面に備えているこ
とを特徴とする請求項３７記載の牽引装置。
【請求項３９】
　前記キャリアバー（１２５）が、特に、前記キャリア要素（４３）に対して少なくとも
前記牽引軸に沿った前記カッティングゲージの垂直調整のための調整が可能であることを
特徴とする請求項３４乃至３８のいずれか１記載の牽引装置。
【請求項４０】
　前記キャリアバー（１２５）及び前記キャリア要素（４３）が、少なくとも前記牽引軸
に沿った調整動作においてラチェットのように協働することを特徴とする請求項３４乃至
３９のいずれか１記載の牽引装置。
【請求項４１】
　前記キャリアバー（１２５）が、前記牽引軸の平行な配置から外れて前記キャリア要素
（４３）に対して、特に前記調整通路（１２７）の両側面に配置された２つのピストン内
包シリンダ装置によって画定された平面上で、回転可能であることを特徴とする請求項３
４乃至４０のいずれか１記載の牽引装置。
【請求項４２】
　前記キャリアバー（１２５）が前記調整通路（１２７）の幅に整合した回転ヘッド（１
５７）を有し、前記回転ヘッド（１５７）の周りで前記キャリアバー（１２５）が回転自
在であることを特徴とする請求項４１記載の牽引装置。
【請求項４３】
　前記キャリアバー（１２５）が挿入される場合において、前記プラットフォーム（１２
３）から離れる方向に前記調整通路（１２７）が広がっていることを特徴とする請求項３
４乃至４２のいずれか１記載の牽引装置。
【請求項４４】
　前記キャリアバー（１２５）が、特に目盛り形式の表示装置（１４１）を備えており、
該表示装置（１４１）は前記調整通路（１２７）に導入された状態において前記キャリア
要素（４３）の壁に形成されている読取り窓（１４３）を介して外側から見ることが可能
であることを特徴とする請求項３４乃至４３のいずれか１記載の牽引装置。
【請求項４５】
　前記膝を引き離すために前記作動部分（１１、１３）を前記大腿骨と前記脛骨との間に
導入する際に、前記プラットフォーム（１２３）が前記脛骨の突起の少なくともほぼ外側
に前記牽引軸に沿って配置されることを特徴とする請求項３４乃至４４のいずれか１記載
の牽引装置。
【請求項４６】
　前記プラットフォーム（１２３）が前記牽引軸に平行に延在する機能ブロック（４７）
の前に配置されており、前記シリンダに結合可能な前記作動部分（１３）が前記プラット
フォーム（１２３）にしっかりと接続していることを特徴とする請求項３４乃至４５のい
ずれか１記載の牽引装置。
【請求項４７】
　前記上部作動部分（１１）が、特に目盛り形状の表示装置（１４５）を備えていること
を特徴とする請求項３２乃至４６のいずれか１記載の牽引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は手術用、特に膝の手術のための液圧牽引（hydraulic traction）装置に関する
。
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【背景技術】
【０００２】
　膝の手術に際して使用される牽引装置が一般的に知られており、膝を伸ばすため、すな
わち大腿骨と脛骨との間の間隔を広げるために役立っている。牽引装置は、膝の手術の間
、大腿骨と脛骨とを自然な位置関係に保つことを目的にしている。外科医は、かかる自然
な位置関係を靭帯の自然な張力を参考にしながら決定している。外科医は、かかる位置関
係を決定するために更に補助となるものを有していない。すなわち、外科医は後続の手術
の基礎となる大腿骨と脛骨との間の位置関係を「手で触れる」ことのみによって固定して
いる。
【０００３】
　使用可能な更に補助となるものがないので、外科医は膝のその他の手術においても「手
で触れる」ことに頼らなければならない。例えば、前十字靭帯の移植においては、挿入の
際、靭帯に膝関節の自然な動きに対応する靭帯張力を与えることが問題となる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、手術用の牽引装置を提供することであり、簡易なデザイン及び簡易な
取り扱いによって手術の際に外科医が必要とする更なる情報を与える機会を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　かかる目的は請求項１の特徴によって満たされる。特に牽引装置は、互いに対して調整
可能な少なくとも１対の作動部分と、少なくとも１つの交換可能なプラスチック製のピス
トン内包シリンダ装置（piston-in-cylinder arrangement）と、を有しており、該ピスト
ン内包シリンダ装置のピストンは一方の作動部分に開放自在に連結しており、シリンダは
他方の作動部分に開放自在に接続しており、該ピストン内包シリンダ装置はシリンダを支
持する外部支持マウントによって外側から固定されており、かつ、ピストンと共にシリン
ダ内に挿入され得る少なくとも１つの内部補強挿入物によって固定されている。
【０００６】
　本発明は、ピストン内包シリンダ装置が交換可能であってプラスチック製であることを
特徴とする液圧牽引装置を提供する。本利点により、ピストン内包シリンダ装置に価格的
に有利な使い捨てパーツを使用することが可能となり、結果的に繰り返し滅菌する必要が
ない。
【０００７】
　本発明による支持マウントとピストンに伴ってシリンダ内に挿入され得る補強挿入物と
によって、ピストン内包シリンダ装置の曲げ強度が向上する。牽引装置は、これによって
、ピストン内包シリンダ装置が実際にはプラスチック製であるにもかかわらず、本発明に
よる強化によって、比較的大きな力を全体として吸収することとなる。よってピストン及
びシリンダに接続している作動部分に働く外部からの力を、支持マウント及び補強挿入物
によって吸収することが可能となる。よって、ピストン内包シリンダ装置にとって許容さ
れない変形が確実に回避され、手術の際の全箇所における所定の幾何学的関係や特に作動
部分によって形成される舌形状プラットフォームの平行関係が常時提供される。
【０００８】
　本発明の好適な実施例は、従属請求項、詳細な説明及び図面に記載されている。
【０００９】
　ピストン及びシリンダは、各々、射出成形方法によって作成される使い捨てパーツにす
ることが可能である。もし、ピストン内包シリンダ装置に更なる構成要素が含まれる場合
は、それら全ての構成要素は使い捨てとして使用されるものであることが好ましい。これ
によって、コスト的に有利な製造と、繰り返し滅菌の必要性が省かれることによる簡易な
取扱いとが理想的に組み合わせられる。
【００１０】
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　支持マウント及び補強挿入物は、ピストン内包シリンダ装置のプラスチックに比べて高
い曲げ強度の材質によって作成されるのが好ましい。特に、この目的のため、金属または
繊維強化プラスチックが使用される。
【００１１】
　ピストン及び補強挿入物は、組立てられた状態において小型ピストンユニットを形成し
、該ユニットは少なくとも部分的に周縁領域においてシリンダ内部を完全に満たしている
。
【００１２】
　特に好適な実施例においては、ピストン内包シリンダ装置は市販の使い捨て注射器によ
って形成される。これにより、コスト的に極めて有利に生産され得る大量生産物品が、膝
手術用の特に精密に行われる液圧牽引装置の中心的要素となる。
【００１３】
　本発明においては、シリンダの内壁と補強挿入物によって少なくとも部分的に満たされ
ているピストンロッドとの間に空間が更に設けられ得る。市販の注射器が一応有している
空間を、強化のための補強すなわち少なくとも１つの補強挿入物による後方充填物に使用
することができる。
【００１４】
　更に、ピストンロッドのリブ構造によって境界をつけられた、シリンダ内に存在する少
なくとも１つのチャンバは、少なくとも部分的に補強挿入物によって満たされており、該
ピストンロッドはシリンダの内部壁まで延在しており特に断面がクロス形状またはＸ形状
である。
【００１５】
　互いに反対側に配置された少なくとも１対のチャンバが、少なくとも部分的に補強挿入
物によって満たされ得る。
【００１６】
　本発明においては、更に、補強挿入物がシリンダの内部壁で案内される管状ピストンロ
ッドの内部を少なくとも部分的に周縁領域に亘って完全に満たしている。
【００１７】
　本発明においては、シリンダの断面全体を満たすようにしてピストンを補強することは
必ずしも必要ではない。内部補強は、ピストン内包シリンダ装置の利用可能な長さ全体に
亘って延在することが好ましい。ピストン内包シリンダ装置の安定度及び曲げ強度は、こ
れにより、ピストン位置全てにおいて、特にピストンが比較的遠くに動いたときにおいて
も確保される。
【００１８】
　ピストン内包シリンダ装置は、組立てられた状態のままで作動部分に結合され得るよう
に作成することが可能である。これにより、本発明による牽引装置の取扱いは実質的に容
易になる。
【００１９】
　少なくとも１つの補強挿入物が作動部分に固着され得る。これにより、高い強度の特に
安定した設計が可能となる。
【００２０】
　更に、少なくとも１つの補強挿入物が分離する構成要素として形成され得る。
【００２１】
　シリンダの支持マウント及びシリンダに連結され得る作動部分が、キャリア部材に固着
している。これにより、本発明の牽引装置の構成要素の個数が特に少なくなり、特に装置
の滅菌等の取扱いが容易になる利点が生じる。
【００２２】
　キャリア部材に好適に固着されているハンドルが、ピストン内包シリンダ装置において
作動部分の反対側に備わっている。
【００２３】
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　本発明において、更に、シリンダに連結され得る作動部分が機能ブロックに固着されて
おり、該機能ブロックは牽引方向に平行に延在し、ピストンに連結され得る作動部分の相
対的回転及び／または偏向を防ぐように形成されていることが提案されている。
【００２４】
　かかる機能ブロックによって、ピストンの全ての位置において作動部分に比較的大きな
外部からの力が働いていても、２つの作動部分間の正確な位置関係が確保され得る。
【００２５】
　機能ブロックは円形と異なる外部断面を有し、作動部分のガイド部分は、相対的な回転
に対して固定するように少なくとも部分的な周縁領域において係合している。
【００２６】
　更に、機能ブロックは、牽引方向に対してわずかに傾いている当接表面を有し、該表面
は牽引長さが増加する方向にピストン内包シリンダ装置の縦方向軸を向いており、偏向に
対して固定するように作動部分と協働し得るようになっている。
【００２７】
　機能ブロックは、牽引長さの測定値を読取ることが可能な表示装置を備えていることが
好ましい。該表示装置は、機能ブロックの外部側面に付された目盛りの形式を備えている
。よって牽引長さ及び引き伸ばされた作動部分間の間隔の測定を行うことが可能となるた
め、膝の手術を簡易に信頼性をもって再現することが可能となる。
【００２８】
　ピストン内包シリンダ装置は、更に、特にシリンダに付された目盛りの形式の表示装置
を備えることができる。ピストン内包シリンダ装置に使い捨て注射器を使用する場合は、
注射器のシリンダに一応備わっている目盛りを使用することができる。
【００２９】
　本発明による液体供給装置のピストン内包シリンダ装置では、更に、手で操作可能な注
射器、特に使い捨て注射器が含まれることを提供している。
【００３０】
　ピストン内包シリンダ装置が液体供給装置に接続されている液体ラインに少なくとも１
つの圧力表示装置を接続することができる。両作動部分間に働く牽引力の測定が、これに
より可能となる。もし手術において靭帯が固定されるのであれば、靭帯張力の各測定値が
結果的に圧力表示装置において読み取れる。これにより、手術を再現することが可能とな
る。
【００３１】
　本発明の更なる好適な実施例においては、ピストン内包シリンダ装置は密閉式液圧シス
テムで構成されており、該システムはユニットとして取り扱われ、少なくとも１つの液体
供給装置と、ピストン内包シリンダ装置を液体供給装置に接続する液体ラインと、特に水
である作動液と、を更に備えており、全体として作動部分に結合することができる。かか
る閉液圧システムは特に全体として滅菌され得るものであって、残りの構成要素すなわち
牽引装置が組合わされたものに結合され得るものであって、よって使用が実質的に容易に
なる。手術の準備段階においてまたは手術中において、あらかじめ滅菌された液圧システ
ムのみを包装から取り出し、作動部分に結合する。複雑で時間のかかる結合や排気操作は
不要である。
【００３２】
　本発明の更なる実施例においては、少なくとも２つのピストン内包シリンダ装置が備わ
っており、作動部分に結合した状態において並列方向で操作される。
【００３３】
　２つのピストン内包シリンダ装置を備えた装置は互いに隣同士に配置され、係合する作
動部分と共に装置は、各々双顆関節の人工膝の挿入に際して特に２つのコンパートメント
として操作することが可能となる。
【００３４】
　ピストン内包シリンダ装置は互いに独立に操作自在であることが好ましい。すなわち、
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大腿骨と脛骨との間の間隔が２つのコンパートメントにおいては異なるサイズでセットさ
れ得るように作動液によって作動され得ることが好ましい。
【００３５】
　ピストン内包シリンダ装置は、使用の際、共通の液体供給装置に接続されるのが好まし
い。
【００３６】
　更に、ピストン内包シリンダ装置を液体供給装置に接続する液体ラインに配置されてい
るオンオフ弁によって、ピストン内包シリンダ装置は、各場合において、液体供給に交互
に接続され得るものであるか、または、液体供給から互いに個々に分離され得るものであ
る。
【００３７】
　大腿骨と脛骨との間の所望の間隔をセットするために、作動部分は大腿骨と脛骨との間
に導入され得る伸長部分を形成し、牽引方向にほぼ垂直に延在するように作成されるのが
好ましい。作動部分は、各々、板状の舌状片で形成することができる。
【００３８】
　本発明の牽引装置は、脛骨及び大腿骨を押し離すためだけにもっぱら使用されるのでは
なく、両部分を互いに引き離さなくてはならず、かつ、手術の際に更なる情報を得ること
が望まれる他の手術、特に膝領域の手術においても使用され得るものである。該情報は、
特に、牽引力の牽引長さの瞬時の値である。
【００３９】
　例えば、手術に際し、牽引装置は前十字靭帯の移植に使用され得るものであって、靭帯
の張力が膝関節の自然な動きに整合した状態で脛骨に靭帯を固定するために、大腿骨に固
定される靭帯を張ることを目的とする。
【００４０】
　前十字靭帯の移植に際して靭帯の張力及び／または靭帯長さを決定するために、上部作
動部分には支持部分及び／または固定部分が備わっており、よって装置が脛骨に支持され
及び／または固定され得る。
【００４１】
　作動部分は、各々、靭帯を脛骨内に固定する固定ツール及び固定部在の通路のための少
なくとも１つの切り抜きを備えている。該ツールは、例えば、ねじまわしであって、これ
によって固定部材を形成する変位ネジが脛骨に形成された孔にねじ込まれ、よって移植さ
れ孔に挿入される靭帯を固定する。作動部分に形成された切り抜きは、変位ネジを伴った
ねじまわしが靭帯に沿って導入され得るような大きさであることが好ましい。
【００４２】
　更に、上部作動部分は、靭帯及び／または靭帯に結合している牽引部材の通路のための
少なくとも１つの切り抜きを備えていることが提案される。
【００４３】
　更に、下部作動部分は、靭帯または靭帯に接続した牽引要素を固定するための少なくと
も１つの固定部分を備えることができる。
【００４４】
　本発明の更なる好適な実施例においては、シリンダの支持マウントは少なくとも部分的
に管状に製造され、シリンダは支持マウント内に管軸に沿って挿入可能であり、支持マウ
ントは、シリンダに接続した液体ラインの横方向の挿入用の特にスロット形状の挿入開口
部を有している。
【００４５】
　これにより、前方端部を液体ラインに接続したまま支持マウントに導入することを企図
している場合は、液体ラインが既に接続されているシリンダの牽引装置の準備を有利に行
うことが可能となる。これにより、いかなる場合も牽引装置の組み立ての際は、液体ライ
ンとシリンダとの間の液体接続を分離する必要がない。
【００４６】



(10) JP 4231813 B2 2009.3.4

10

20

30

40

50

　好適な実施例においては、キャリアがカッティングテンプレート、特にカッティングブ
ロック形状のものに備わっていることが提案されており、該キャリアはシリンダの支持マ
ウント及びシリンダに結合可能な作動部分が接続されているキャリア部材に結合可能であ
る。
【００４７】
　該キャリアによって、大腿骨または大腿骨顆の準備のためのカッティングブロックを、
キャリア部材に相対した所望の調整高さにもっていくことができ、よって牽引装置の作動
部分に相対した所望の調整高さにもっていくことができる。
【００４８】
　キャリアは、カッティングゲージの支持の役割を担うプラットフォームとキャリア部材
に結合可能なキャリアバーとを含むことが好ましく、キャリアバーはその一方の端部にプ
ラットフォームを支え、支持体の調整通路内に挿入可能であり、調整通路内においてキャ
リアバーはキャリア部材に対して調整可能であり、支持体上で特に分離して配置された複
数の位置に固定可能である。
【００４９】
　支持体及び調整通路の内部壁には特にリブ形状の構造物が備わっており、相対的位置を
固定するために協働していることが好ましい。
【００５０】
　キャリアバー及び調整通路の調整装置は自己ロックするように作成されているのが好ま
しい。
【００５１】
　支持バーは少なくとも部分的に分岐形状で作成され得るものであり、回復力に対して同
時に押すことが可能な分岐アームを含んでおり、特に互いに反対向きの外部側面に構造物
を備えている。これにより、キャリアバーはキャリア部材から開放され得るものであり、
キャリア部材に対して新たな位置にもっていくために、２つの分岐アームを同時に押すだ
けで調整通路内で動かすことが可能となる。
【００５２】
　キャリアバーの分岐アームは、異なる向きのリブ構造の形状の構造物を、特に反対方向
を指す両側面に備えている。
【００５３】
　更なる好適な実施例においては、キャリアバー及びキャリア部材は　少なくとも牽引軸
に沿った調整動作においてラチェットのように協働する。よってキャリアバーは、分岐ア
ームを同時に押すことなく調整通路に沿って一方向、例えばプラットフォームを上げる方
向に動かすだけで良い。
【００５４】
　更なる実施例においては、キャリアバーは、牽引軸の平行な配置から外れてキャリア部
材に対して特に調整通路の両側面に配置された２つのピストン内包シリンダ装置によって
画定された平面上で更に回転可能である。これによって、プラットフォームまたはプラッ
トフォーム上に存在するカッティングブロックを、牽引軸に対して斜めにセットすること
ができる。
【００５５】
　キャリアバーは調整通路に整合した回転ヘッドを有し、回転ヘッドの周りでキャリアバ
ーは回転自在である。
【００５６】
　更に、キャリアバーが挿入される場合において、プラットフォームから離れる方向に調
整通路が広がっている。
【００５７】
　キャリアバーは、特に目盛り形式の表示装置を備えており、該表示装置は調整通路に導
入された状態においてキャリア要素の壁に形成されている読取り窓を介して外側から見る
ことが可能である。上部作動部分は、更に、特に目盛り形式の表示装置を備えている。こ
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のようにして、プラットフォーム及び上部作動部分のキャリア部材に対する作動レベルが
読み取れ、該レベルからプラットフォーム、よってプラットフォーム上に存在するカッテ
ィングブロックの上部作動部分に対する垂直位置を決定することが可能となる。
【００５８】
　本発明においては、更に、膝を引き離すために作動部分を大腿骨と脛骨との間に導入す
る際に、プラットフォームが脛骨の突起の少なくともほぼ外側に牽引軸に沿って配置され
る。更にプラットフォームは牽引軸に平行に延在する機能ブロックの前に配置され、シリ
ンダに結合可能な作動部分がプラットフォームにしっかりと接続される。
【００５９】
　プラットフォームのかかる配置によって、特に簡易で問題を生じることのない牽引装置
の取扱いを実現することが可能である。
【実施例】
【００６０】
　図１乃至４に示す本発明の液圧牽引装置の実施例は、キャリア部材４３を有している。
該キャリア部材４３の一方の側面にはハンドル４５が備わっており、反対側面の一部には
牽引装置の下部作動部分を形成する舌形状のプラットフォーム１３が接続している。
【００６１】
　更にキャリア部材４３内に、２つの平行に伸長した通路が形成されており、各通路は下
方でキャリア部材４３に固定されている支持管１９に合流している。キャリア部材４３は
支持管１９から離間した側面に機能ブロック４７を有している。機能ブロック４７は両通
路の間の中心に配置されている。機能ブロック４７の更なる詳細を以下に説明する。
【００６２】
　本実施例で用いられている市販の使い捨て注射器形式のピストン内包シリンダ装置にお
けるシリンダ１７がキャリア部材４３の通路内に挿入されている。所望の位置となるよう
に、対応して形成されているキャリア部材４３の環状ショルダ４４において、シリンダ１
７は各々タブ５９によって支持されている。シリンダ１７の外壁は、支持管１９の内壁に
接している。図１乃至４に示されていない液体ラインが、シリンダ１７の自由端部に形成
している接続部分５５にねじ込まれる。
【００６３】
　各使い捨て注射器は、更に、液体が浸透しないようにシリンダ１７の内壁に接触してい
るピストン部分１６とピストン部分１６から離間した自由端部においてヘッド部分５７と
して合流するピストンロッド２７とを備えたピストン１５を有している。該ヘッド部分５
７は、マッシュルームとしても知られており、ピストンロッド２７に対して半径方向に広
がっている。
【００６４】
　ピストンロッド２７領域におけるピストン１５の案内は、クロス形状のリブ構造３１に
よって行なわれる（図１底部の断面図Ａ－Ａ参照）。ピストンロッド２７は４つのリブを
有しており、各々、隣接する２つのリブは９０°の角度を形成している。ピストン１５を
シリンダ１７内に挿入することにより、ピストンロッド２７のリブがシリンダ１７内のチ
ャンバ２９の境界となる。図示した実施例においては、互いに対向して配置している２つ
のチャンバ（断面図Ａ－Ａ参照）は、各々、補強挿入物２１及び２３で完全に満たされて
いる。
【００６５】
　一方の補強挿入物２１は、更に本発明の牽引装置の上部作動部分を形成する舌形状のプ
ラットフォーム１１に一体物として接続している。他方の補強挿入物２３は分離した構成
要素として形成している。上部プラットフォーム１１に接続している挿入物２１と、分離
した挿入物２３と、ピストン１５とはシリンダ１７内に一体物として挿入される前に最初
に組立てられてピストンユニットを形成する。シリンダ１７はキャリア部材４３の対応す
る通路内に既に挿入されている。
【００６６】
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　ピストンユニットの組立てに際し、最初にピストンロッド２７のマッシュルーム形状の
ヘッド５７の一方の側面が、上部プラットフォーム１１と上部プラットフォーム１１に平
行して延在しているフランジ部分２４との間のスロット形状の受入れ部分内に挿入される
。該フランジ部分２４は、上部プラットフォーム１１とそれに接続する補強挿入物２１と
の間の変化部分４９を構成している。
【００６７】
　分離した補強挿入物２３は対応するフランジ部分２４を備えており、よってピストンロ
ッド２７のヘッド５７は２つの挿入物２１、２３と上部プラットフォーム１１との間に立
体的に固定される。
【００６８】
　変化部分４９に形成された受入れスロット内にヘッド５７を挿入する際、上部プラット
フォーム１１に接続した挿入物２１はリブ構造３１の対応するチャンバ（図１の断面図Ａ
－Ａ参照）内に移動する。分離した挿入物２３の挿入に際しても同様である。
【００６９】
　その結果、シリンダ１７内に互いに対向して配置する２つのチャンバは、ピストン１５
の各位置における物質である２つの挿入物２１、２３によって完全に満たされる。よって
ピストンユニットには高い曲げ強度が与えられる。シリンダ１７は、更に支持管１９によ
って外側から支持される。よって曲げ強度を有したピストン内包シリンダ装置全体が形成
され、２つのプラットフォーム１１、１３に外側から大きな力がかかってもプラットフォ
ーム１１と１３との間の完全な平行が常時確保される。分離した挿入物２３の上部自由端
部は、フランジ部分２４の領域において、上部プラットフォーム１１の支持部材として有
利に機能する。
【００７０】
　図２の正面図は、支持管１９に対して中央に配置されたハンドル４５を特に示している
。各々の支持管１９からシリンダ１７が少しだけ底部において突出している。更に上部プ
ラットフォーム１１に固着している挿入物２１の側面が、ハンドル４５の方向に面してい
る。更に挿入物２１の２つのチャンバの境界となるリブ構造３１の２つのリブの側面が図
２に示されている。
【００７１】
　機能ブロック４７にはハンドル４５の方向に面した側面に目盛り５３が備わっている。
該目盛りによって各ピストン位置を読み取ることが可能であり、よって牽引長さの測定が
可能となる。
【００７２】
　特に図４に示されるように、機能ブロック４７は、各コーナ領域において変化部分４９
によって周囲をふさがれており、これはピストンユニットと上部プラットフォーム１１と
を組立てる際のガイドとなる。この点で変化部分４９は、各々、適切な組立てのためのガ
イド部分となり、よって装置がキャリア部材４３に対して含ピストン・シリンダユニット
内の縦方向軸周りを相対的に回転するのを確実に防止する。これにより、各上部プラット
フォーム１１が一定の方向を向くことを確保する。
【００７３】
　図示した実施例と異なって、機能ブロック４７を上方に広がる台形形状にすることも可
能である。これにより、図２と異なり、外部側面５３は平行に延在することなく牽引方向
に対して傾斜する。この方法により、ピストンユニットが完全に挿入された状態であって
も存在するガイド部分４９と機能ブロック４７との間の僅かな隙間は、牽引長さが増加す
るにつれて減少する。
【００７４】
　図３においては、本発明の牽引装置がシリンダ１７内に挿入されたピストンユニットを
除いて示されており、よって上部プラットフォーム１１を除いて示されている。特に、縦
方向軸に対して直角に突出しているタブ５９が示されている。シリンダ１７は、各々、該
タブ５９によってキャリア部材４３の環状ショルダ４４上に乗っている。該環状ショルダ
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４４はこのために設けられている。
【００７５】
　図５には、両ピストン内包シリンダ装置が共通の液体供給装置３３に接続し得ることが
、原理のみ示されている。オンオフ弁４１によって２つの装置を所定の限度で互いに独立
して操作することが可能となる。すなわち、所定の牽引長さに到達したときに関連する弁
４１を閉じることによって一方の装置を固定し、他方の装置は弁４１を開けておくことに
よって牽引を継続させる。その結果、例えば、膝を伸ばすときに力を非対称に分配して操
作することが可能となる。
【００７６】
　作動部分の間に働く牽引力の測定は、共通の液体ライン３７に接続している圧力表示装
置３９を読み取ることで可能となる。
【００７７】
　図６は、牽引装置の２つのピストン内包シリンダ装置が互いに完全に独立して操作され
得る場合の例を示している。独立した液体供給装置３３は、個別のシリンダに個別のライ
ン３８を介して接続されており、各ユニットに関連している。個別のライン３８を交互に
閉じたり開いたりするオンオフ弁４１及び圧力表示装置３９が各個別のライン３８に関連
している。
【００７８】
　図５及び６に示す液体供給装置３３は市販の使い捨て注射器３３であっても良い。液体
供給装置３３は２つのピストン内包シリンダ装置１５、１７の全体に必要な液体容量を単
一の使い捨て注射器によってまかない得るのであれば、ピストン内包シリンダ装置１５、
１７を形成している使い捨て注射器と同じデザインであっても良い。これは、本発明の牽
引装置の補助によって行なわれる操作においては重要度が低い。なぜならば、ほとんどの
操作においては、ピストンユニットが過度に作動することをとにかく避けることを目的と
しているからである。
【００７９】
　図７及び８に示す本発明の牽引装置の更なる実施例においては、ただ１つの補強挿入物
２５が備わっている。該補強挿入物２５は、特に一体物として上部プラットフォーム１１
に固定している。挿入物２５は完全な円柱形であり、外壁が本実施例において管状のピス
トンロッド２７の内壁に接している。よってピストンロッド２７の内側は挿入物２５によ
って完全に満たされている。
【００８０】
　図７に部分的にのみ示されている液体ライン３７に一体物として接続しているピストン
内包シリンダ装置内のシリンダ１７は、本実施例ではキャリア部材４３の下部に接続して
いる支持管１９内に挿入されている。分岐形状のラッチング部分７９を有したラッチング
装置７７は、挿入されたシリンダ１７を固定するために役立っている。以下に説明する理
由によって、ピストン１５がシリンダ１７内に挿入された状態のままでシリンダ１７は支
持管１９に挿入される。すなわち、その後、牽引装置を完成させるためには、完全な円柱
形の挿入物２５のみを管状ピストンロッド２７内に挿入するだけで良い。
【００８１】
　図８に示すように、２つのピストン内包シリンダ装置は密閉式液圧システムを構成して
おり、更に共通の液体供給装置３３が備わっている。該装置３３は使い捨て注射器３５と
、特に水である作動液３６と、液体ライン３７と、によって構成されている。該液体ライ
ン３７は、２つのシリンダを注射器３３に接続し、ストップコック形式のオンオフ弁４１
を有している。更に液体ライン３７には１以上の圧力表示装置が備わっていても良い。本
液圧システムは完全組立てユニットとして製作され、特に予め作動液３６が封入されて全
体を滅菌した状態で届けられる。
【００８２】
　この結果、本発明の牽引装置の取扱いは、操作する者にとって非常に簡単である。オプ
ションとして、非液圧システムの滅菌後、すなわち前述の液圧システムに含まれない牽引
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装置の残りの構成要素の滅菌後、滅菌した液圧システムである２つのピストン内包シリン
ダ装置のみを下から支持管１９内に挿入し、ラッチング装置７７によって固定し、上部舌
状片１１を伴った補強挿入物２５を上から挿入するだけで良い。
【００８３】
　上述の２つの実施例と異なり、本発明の牽引装置は一対の舌形状プラットフォーム１１
、１３を伴った単一のピストン内包シリンダ装置１５、１７のみを有していても良い。
【００８４】
　ピストン内包シリンダ装置は、射出成形工程で製造されるプラスチック部品で構成され
ることが好ましい。一方、少なくとも支持管１９及び補強挿入物２１、２３、２５は曲げ
強度の高い材質、例えば、金属や繊維強化プラスチック（fiber reinforced plastic）、
によって製造されるのが望ましい。それらは病院での再使用のため、例えば、蒸気滅菌さ
れ得る。
【００８５】
　図１乃至８に示した牽引装置は、導入部分で説明したように、膝を伸ばすために用いら
れ、靭帯の自然な張力によって定まる大腿骨と脛骨との間の最適な間隔の決定を可能にす
るいわゆる膝関節の「往復（oscillating）」を生じさせる。牽引装置は、同時に、牽引
長さ及び牽引力の即時パラメータによって膝に関連する特性を示す測定値を表示する。
【００８６】
　図９乃至１１は、前十字靭帯の移植の際に、本発明の牽引装置を使用する様子を示して
いる。かかる手術においては、靭帯６５は大腿骨６１に予め形成されている孔に挿入され
、靭帯６５のジャケット線に沿ってねじ込まれる図示しない変位ネジ（displacement scr
ew）によってその場所に固定される。靭帯を更なる変位ネジ（図示せず）によって脛骨孔
内に固定するため、その後、靭帯は脛骨６３に予め形成されている孔を通して前方に引か
れる。
【００８７】
　本発明の牽引装置がここで更に使用される。
【００８８】
　以前は慣習として、脛骨変位ネジを締め付けてバイアス下で靭帯６５を固定する前に、
スプリングバランスの補助により靭帯６５に所定のバイアスを与え、スプリングバランス
は更なる補助なしに外側に引かれていたが、かかるスプリングバランスは、今や本発明に
よる牽引装置に置き換わる。該牽引装置は、単一のピストン内包シリンダ装置または図１
乃至８に関連した上述の実施例のような平行して配置されている２つのピストン内包シリ
ンダ装置と、上部プラットフォーム１１と、を有している。
【００８９】
　以下においては、簡潔に説明するため、例えば図１０及び１１に示すように、単一のピ
ストン内包シリンダ装置のみを備えた「単一の変位」を仮定する。
【００９０】
　手術の間、牽引装置は、上部作動プラットフォーム１１によって脛骨６３に支持される
。牽引装置には、図９に示すように、この目的のために特別なマウント８１が備わってい
る。該マウント８１の前方自由端部は支持部分及び／または固定部分によって形成されて
おり、折り曲げられているか、折り曲げることが可能である。靭帯６５及び、図９乃至１
１に示すように、靭帯６５に接続している例えばワイヤ形式のオプションの牽引部材（dr
awing member）７３が両プラットフォーム１１、１３に形成されている切り抜き（cut-ou
t）６９を通して引っぱられ、下部プラットフォーム１３に固定される。図１１に略図で
示すように、切り抜き６９は、位置決めされた変位ネジを伴ったねじまわし７１が靭帯６
５に沿って挿入され得るような大きさを有している。位置決めされた変位ネジは、正しく
バイアスされている靭帯６５を脛骨６３内に固定する。
【００９１】
　本発明による牽引装置によって、膝の可能な全ての位置、または、ある選択された位置
、すなわち、偏差角度（angles of deflection）のいずれかにおいて、脛骨６３内に靭帯
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６５を最終固定する前に靭帯張力を有利に測定するか、または、靭帯張力の測定を定める
ことが可能であり、よって靭帯長さを変えることによって靭帯張力がオプションでセット
される。かかる靭帯長さは可能な全ての偏差角度にとって好ましく、よって膝関節の通常
の動きにとって好ましい。靭帯張力の測定は、上述したような圧力表示装置、例えば、図
１乃至８の実施例に関連した装置を用いて定められる。一方、靭帯長さの測定は牽引長さ
として供され、上述したような例えば目盛り形式の表示装置、例えば図１乃至８の実施例
に関連した装置から読み取られる。
【００９２】
　移植される靭帯６５の最適長さを決定する間、所定の幾何学的位置関係を保つために上
部プラットフォーム１１は、例えば、割れ釘（fracture nail）の補助によって脛骨６３
に固定される。
【００９３】
　図１２乃至２４を参照して説明される本発明による牽引装置の更なる実施例は、ピスト
ン内包シリンダ装置に関連するものであって、図１乃至４を参照して説明される第１実施
例の補強の原理及び一般的な点に関しては図示していないが、以下の説明による更なる特
徴を有している。
【００９４】
　２つの上部作動部分、すなわち、舌状片１１（特に、図１２乃至１５及び図２３及び２
４参照）が後方端部領域において後方補強挿入物２１にしっかりと固定されている。独立
した補強挿入物２３は、第１実施例（図１）に示した通りピストンを補強するために役立
っている。既述したように、代替として市販の使い捨て注射器によっても形成され得るピ
ストン内包シリンダ装置のピストン及びシリンダは示されていない。しかし、ヘッド部分
、すなわち、ピストンのマッシュルームの領域を含んだピストン用の空間１５３が、図１
３の補強挿入物２１、２３のフランジ部分２４の間に特に存在しているのが認められる。
【００９５】
　牽引装置の組立てにおいては、補強挿入物２１、２３を含んだピストンが各ピストン内
包シリンダ装置のシリンダ内に挿入され、シリンダは次に各支持マウント１９内に導入さ
れる。該各支持マウント１９は中央キャリア部材４３の上に形成されており、以下に詳細
に説明する。支持マウント１９は、各々、部分的に管状で作られており、下から斜めに切
断して開放している支持管の形状で提供されている（図１９）。本製法においては、切取
られた領域は前方、すなわち作動舌状片１１、１３の自由端の方向を向いており、よって
反対方向、すなわち後方においては、支持マウント１９の全長に亘って支持部分が存在し
ている。
【００９６】
　支持マウント１９には、各々、スロット形状の挿入開口部１２１が備わっており、支持
マウント１９の上部挿入開口部から下部開口部の上部領域まで延在している。下部開口部
は切取られた開口部であるため、斜めに延在している。
【００９７】
　牽引装置を組立てる際に、側面の挿入開口部１２１によって、液体ラインを下部に接続
したままの状態で、シリンダを各支持マウント１９内に上部から有利に挿入することがで
きる。すなわち、液体ラインを単に挿入開口部１２１を介して側面から挿入するだけであ
る。よって液体ラインを常にしっかりとシリンダに接続しておくことが可能である。これ
によって、例えば、図７に示す実施例の場合のようにシリンダを下部から導入してラッチ
ング装置を設ける必要がない。
【００９８】
　略Ｙ形状を有し、２つの下部作動舌状片１３でリムを形成している下部作動プレートが
、キャリア部材４３上に形成されているスロット１４９内に後方端部によって固定されて
いる（図１９）。
【００９９】
　キャリア部材４３は更に貫通した調整通路１２７を有しており、該通路１２７は牽引軸
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に平行して延在しており、２つの支持マウント１９の間に延在している。該調整通路１２
７はキャリアのキャリアバー１２５を取付ける役割を担っている。該キャリアは、更にプ
ラットフォーム１２３を有しており、これについて図２０乃至２２を参照して以下におい
て更に詳細に説明する。
【０１００】
　調整通路１２７の読取り窓１４３がキャリア部材４３の背部壁に形成されており、該読
取り窓１４３を介して調整通路１２７内に導入されたキャリアバー１２５の背面を見るこ
とができる。これにより、背面に付されている目盛り１４１（図２０）を読むことができ
る。読取り窓１４３の下側において、牽引装置のハンドル４５がキャリア部材４３の背面
に接続している。
【０１０１】
　調整通路１２７とキャリアバー１２５とには、リブ構造形状の構造物１２９、１３１、
１３３、１３５が備わっている。該構造物を以下において更に詳細に説明する。
【０１０２】
　図１乃至４の実施例においては、牽引軸に沿って延在する機能ブロック４７が備わって
いる。機能ブロック４７は中央キャリア部材４３に統合するように構成している。
【０１０３】
　機能ブロック４７はとりわけ上部作動舌状片１１の案内の役割を担っている。更にキャ
リアバー１２５の回転ヘッド１５７及び接続片１５５（図１５）が機能ブロック４７に取
付けられている（図１５）。該回転ヘッド１５７及び接続片１５５を介してプラットフォ
ーム１２３がキャリアバー１２５に接続しており、該プラットフォーム１２３はキャリア
バー１２５に垂直に延在している。
【０１０４】
　プラットフォーム１２３は機能ブロック４７の前面に直接配置されている。プラットフ
ォーム１２３の幅は上部作動部分１１の全体幅に比べて僅かに狭い。一方、プラットフォ
ーム１２３の高さは、機能ブロック４７の位置から始まり、下部作動部分が２つの作動舌
状片１３に分かれる前に終わるように設計されている。
【０１０５】
　これによって、プラットフォーム１２３は、作動部分１１、１３が膝を広げるために大
腿骨と脛骨との間に導入されたときに牽引軸に沿って脛骨の突起の外側に位置する。
【０１０６】
　特に、調整通路１２７の内側に形成されキャリアバー１２５と協働する構造物１２９、
１３１の配置及び設計が図１６乃至１９に示されている。
【０１０７】
　牽引軸に横断するように延在し、調整通路１２７の下部領域に形成されているリブ（ri
bs）あるいはウェブ（webs）形状をした構造物１２９はキャリアバー１２２を異なる垂直
位置に固定する役割を担っている。特に図１８に示されるように、調整通路１２７は、支
持マウント１９の上部挿入開口部の垂直レベルから始まって下方に広がっている。これに
よって、調整通路１２７の幅は連続して増加している。横断構造物１２９が調整通路１２
７の広がり部の下部領域に形成されている。該横断構造物１２９は、横断面において細い
台形の形状をしている。
【０１０８】
　調整通路１２７には、反対側の内部壁に牽引軸に対して平行に延在したリブ形状をした
伸長した構造物１３１（図１７）が備わっている（図１８に左手表示で描かれている）。
本構造物１３１はキャリアバー１２５を異なる傾斜位置に固定する役割を担う。これにつ
いては、以下において更に詳細に説明する。
【０１０９】
　図２０乃至２２には、キャリアバー１２５が２つの分岐アーム１３７、１３９からなる
分岐部によって部分的に構成されていることが示されている。分岐アーム１３７、１３９
の互いの間隔は、構造物１２９、１３１が備わっているキャリア部材４３の調整通路１２
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７の内部側面の間隔に整合している。これによって、キャリアバー１２５が調整通路１２
７内に導入された際、分岐アーム１３７、１３９の外部側面に形成されている互いに反対
方向を向いている構造物１３３、１３５が調整通路１２７の構造物１３１、１２９に係合
する。
【０１１０】
　復元力に反して２つの分岐アーム１３７、１３９を同時に押すことによって、構造物間
の係合は開放され得るものであって、キャリアバー１２５を調整通路１２７内でキャリア
部材４３に相対させて動かすことが可能である。
【０１１１】
　特に図２２に示されるように、キャリアバー１２５の構造物１３３は縦方向のリブ形状
を有している。一方、反対側に形成されている構造物１３５は横方向のリブを有している
。図２２の上部右側の詳細Ａに示すように、構造物１３５はのこぎりの歯のような形状を
有している。これにより、分岐アーム１３７、１３９を同時に押すことなくキャリアバー
１２５を調整通路１２７から排出するように動かすことが可能であるが、サポートバー１
２５を調整通路１２７内に入れるように下方に動かすことは阻害され、分岐アーム１３７
、１３９を同時に押した時だけ可能になる。この点において、キャリアバー１２５及び調
整通路１２７は、構造物１３５、１２９によって、牽引軸に平行な動きに関してラチェッ
トのように協働する。
【０１１２】
　キャリアバー１２５の上部回転ヘッド１５７の直径は、広がり部上方の調整通路１２７
の一定の幅に対応している。該回転ヘッド１５７は部分的に円形の外部形状を有しており
、そこに接続片１５５を介してプラットフォーム１２３が接続されている。
【０１１３】
　キャリアバー１２５は、結果的に２つの部分的に管状の支持マウント１９の両中間軸に
よって画定された平面内で調整通路１２７内に案内された回転ヘッド１５７の周りで回転
することが可能である。回転軸はプラットフォーム１２３を回転ヘッド１５７に接続して
いる接続片１５５を通って延在しており、機能ブロック４７の切り抜き１５９内で回転す
ることが可能である（図１６、１８、１９）。機能ブロック４７で受けとめられた回転ヘ
ッド１５７は、牽引軸の横方向に動くことは不可能である。
【０１１４】
　分岐アーム１３７、１３９が同時に押され、よって構造物１２９、１３５、または構造
物１３１、１３３が各々係合を外れた時、調整通路１２７内のキャリアバー１２５は、ま
るで振子のように回転ヘッド１５７の周りを振動し得る。この動きに必要な間隔は、調整
通路１２７が下方に広がっていることによってキャリアバー１２５に備わっている。
【０１１５】
　調整通路１２７内でのキャリアバー１２５の回転によって、結果的にプラットフォーム
１２３は牽引軸に垂直なニュートラル位置から外れて傾きを生じる。伸長した構造物１３
１、１３３は、牽引軸に対する平行な配列から外れて偏向した状態にキャリアバー１２５
を固定する。すなわち、プラットフォーム１２３は構造物１３１、１３３によって傾斜し
た位置で固定され得る。キャリアバー１２５に形成された構造物１３３、１３５、特に横
方向の構造物１３５、の深さ、幅及び長さは、キャリアバー１２５が斜め位置であるにも
かかわらず所定位置にラッチングする用に各々設計されている。
【０１１６】
　キャリア部材４３は下部領域に、目盛り形式の表示装置（図示せず）を備えている。該
目盛りによってキャリアバー１２５の各回転位置の測定値を読取ることが可能であり、よ
ってプラットフォーム１２３の各斜め位置を読取ることが可能である。
【０１１７】
　図２０には、背部分岐アーム１３７の外部側面に形成されている上述の目盛り１４１が
示されており、該目盛り１４１はキャリア部材４３の背部壁に形成されている読取り窓１
４３を介して外科医によって外側から見ることができる（図１４）。キャリア部材４３に
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対するキャリアバー１２５の垂直位置、従ってプラットフォーム１２３の垂直位置が目盛
り１４１によって定まる。
【０１１８】
　図２３及び２４は上部作動舌状片１１及び補強挿入物２１、２３を示している。内側に
突き出ているタブ１４７が更に示されている。該タブ１４７の背部側面は、舌状片１１に
よって形成されるプラットフォームに対して垂直に延在している。図１４に示すように、
右手側作動舌状片に接続しているタブ１４７の手術の際外科医が見ることが可能な背部側
面（図２４）に上述の目盛り１４５が備わっており、これによってキャリア部材４３に対
する上部作動プラットフォーム１１の垂直位置を読取ることができる。
【０１１９】
　更に上部舌状片１１の下部側面に形成されている切り抜き１５１が図２３及び２４に示
されている。２つの作動プラットフォーム１１、１３が完全に同時に動く時、該切り抜き
１５１内に下部作動プラットフォーム１３の上部側面に形成されている隆起が係合する（
図１２及び１３）。
【０１２０】
　更にプラットフォーム１２３に回転装置等の追加装置を取付けることも可能である。該
回転装置は大腿骨に挿入される骨髄釘（medullary nail）周りで回転することが可能であ
り、予めセットされた張力の下で靭帯張力をバランスさせることが可能である。該張力は
使い捨て注射器によって形成されているピストン内包シリンダ装置の液圧によって読取る
ことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】本発明による実施例の牽引装置の縦断面図である。
【図２】図１の牽引装置の正面図である。
【図３】シリンダ及び上部作動部分を除いた図１の牽引装置の平面図である。
【図４】挿入されたシリンダ及び上部作動部分を図３の平面図に加えた図である。
【図５】本発明による牽引装置を液体供給装置に接続した場合を示す。
【図６】本発明による牽引装置を互いに別々に操作可能な２つの液体供給装置に接続した
場合を示す。
【図７】本発明による更なる牽引装置の実施例の部分縦断面図である。
【図８】図７の牽引装置の密閉式液圧システム構成を示す。
【図９】本発明の牽引装置の前十字靭帯の移植への使用を示す。
【図１０】本発明の牽引装置の前十字靭帯の移植への使用を示す。
【図１１】本発明の牽引装置の前十字靭帯の移植への使用を示す。
【図１２】本発明による牽引装置の更なる実施例の斜視図である。
【図１３】図１２の牽引装置の他の図である。
【図１４】図１２の牽引装置の他の図である。
【図１５】図１２の牽引装置の他の図である。
【図１６】図１２の牽引装置のキャリア部材の他の図である。
【図１７】図１２の牽引装置のキャリア部材の他の図である。
【図１８】図１２の牽引装置のキャリア部材の他の図である。
【図１９】図１２の牽引装置のキャリア部材の他の図である。
【図２０】図１２の牽引装置のキャリアの他の図である。
【図２１】図１２の牽引装置のキャリアの他の図である。
【図２２】図２０及び２１のキャリアのキャリアバーの他の図である。
【図２３】係合する補強挿入物を伴った左手及び右手上部作動部分の各々の斜視図である
。
【図２４】係合する補強挿入物を伴った左手及び右手上部作動部分の各々の斜視図である
。
【符号の説明】
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【０１２２】
１１　上部作動部分、上部舌状片
１３　下部作動部分、下部舌状片
１５　ピストン
１６　ピストン部分
１７　シリンダ
１９　支持マウント、支持管
２１　補強挿入物
２３　補強挿入物
２４　フランジ部分
２５　補強挿入物
２７　ピストンロッド
２９　チャンバ
３１　リブ構造
３３　液体供給装置
３５　注射器
３６　作動液
３７　液体ライン
３９　圧力表示装置
４１　オンオフ弁
４３　キャリア部材
４４　環状ショルダ
４５　ハンドル
４７　機能ブロック
４９　ガイド部分
５１　当接表面
５３　表示装置、目盛り
５５　接続部分
５７　ヘッド部分、マッシュルーム
５９　タブ
６１　大腿骨
６３　脛骨
６５　十字靭帯
６７　支持部分及び／または固定部分
６９　切り抜き
７１　固定ツール、ねじまわし
７３　牽引部材
７７　ラッチング装置
７９　分岐形状のラッチング部分
８１　マウント
１２１　挿入開口部
１２３　プラットフォーム
１２５　キャリアバー
１２７　調整通路
１２９　構造物
１３１　構造物
１３３　構造物
１３５　構造物
１３７　分岐アーム
１３９　分岐アーム
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１４１　表示装置、目盛り
１４３　読取り窓
１４５　表示装置、目盛り
１４７　タブ
１４９　スロット
１５１　切り抜き
１５３　ピストン用の空間
１５５　接続片
１５７　回転ヘッド
１５９　接続片用切り抜き

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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