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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接合対象になっている一方の骨から他方の骨側に向かって螺合されるラグスクリュと、
上記一方の骨側に配置され又は上記一方の骨そのものとして配置され貫通孔を有する受部
を備えたチューブプレートと、
上記ラグスクリュとチューブプレートとの間に配置されラグスクリュの基部が挿入される
と共に上記チューブプレートの受部の内側に対して移動可能に係合する頭部を備えたチュ
ーブと、
上記チューブプレートの外側から上記チューブ内に螺合されチューブをチューブプレート
に固定するセットスクリュと、
上記チューブプレートの外側であって上記セットスクリュ内を通って上記ラグスクリュに
螺合されそれによってラグスクリュひいては他方の骨を一方の骨側に引っ張るコンプレッ
ションスクリュと、
上記セットスクリュとチューブプレートの受部の外側との間に介挿されセットスクリュを
チューブの頭部に螺合させる際適宜回転しながら最も落ち着く箇所に位置する座金と、を
具備し、
上記チューブプレートの受部の貫通孔の上記座金側縁部は円弧状凹部に形成されていると
共に、上記チューブプレートの受部の貫通孔の上記チューブの頭部側も円弧状凹部に形成
されており、これら両円弧状凹部の間には直線的な円筒状部が設けられていて、該円筒状
部によってセット時に上記座金と上記チューブの頭部とが接触しないように構成されてお
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り、
上記座金の上記チューブプレートの受部側の外周面は球面状に形成され、上記チューブプ
レートの受部の貫通孔の上記座金側縁部に対して自由に摺動可能な構成とされていること
を特徴とする骨接合装置。
【請求項２】
 請求項１記載の骨接合装置において、
上記一方の骨は骨折した骨の一方であり、上記他方の骨は骨折した骨の他方であり、上記
チューブプレートを上記一方の骨の側面に沿わせて配置することを特徴とする骨接合装置
。
【請求項３】
 請求項１記載の骨接合装置において、
上記一方の骨は骨折した骨の一方であり、上記他方の骨は骨折した骨の他方であり、上記
チューブプレートを上記一方の骨の内部に配置されることを特徴とする骨接合装置。
【請求項４】
 請求項１記載の骨接合装置において、
上記チューブプレートは接合対象になっている一方の骨そのものであり、該一方の骨に貫
通孔を有する受部を設けたことを特徴とする骨接合装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
　本発明は、例えば、大腿骨の頸部骨折時に骨折した部分を接合するために使用される骨
接合装置に係り、特に、様々な形態の部材を接合することができると共に、強固な固定状
態を容易に得ることができるように工夫したものに関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、骨接合装置としては、実用新案登録第３０４４９２３号に係る登録実用新案公報
に開示されているものがある。
尚、これは本件特許出願人によるものである。
その構成を図１６に示す。図１６は大腿骨１０１の頸部１０１ａに骨折が発生し、それを
接合するための骨接合装置の構成を示す図であり、図１６中骨折部を符号Ａで示す。
【０００３】
まず、チューブプレート１０３があり、このチューブプレート１０３は、大腿骨１０１の
側部に沿った状態で配置されている。上記チューブプレート１０３の図１６中上端には、
半球状の受部１０５が形成されている。又、この半球状の受部１０５には貫通孔１０７が
形成されている。
【０００４】
上記受部１０５の内側（大腿骨１０１側に形成される孔内）には、チューブ１０９が配置
されている。このチューブ１０９は、半球状の頭部１１１を備えていて、該頭部１１１を
介して上記受部１０５に移動可能に係合する。上記チューブ１０９は中空部１１３を備え
ていると共に、頭部１１１の内周側には雌ねじ部１１５が形成されている。上記受部１０
５の表面は、梨地状（ザラザラした状態）をなしていると共に、上記チューブ１０９の頭
部１１１の表面も同様に梨地状をなしている。それによって、大きな摩擦力を得て固定力
を高めるようになっている。
【０００５】
又、ラグスクリュ１１７があり、このラグスクリュ１１７は、横断面形状が六角形の軸部
１１９を備えていて、該軸部１１９の先端部には雄ねじ部１２１が形成されている。又、
軸部１１９の基部側の内周面には、雌ねじ部１２３が形成されている。上記ラグスクリュ
１１７は、大腿骨１０１の頸部１０１ａから骨頭１０１ｂにかけて予め形成された孔内に
挿入され、且つ、骨頭１０１ｂ側の孔に形成された雌ねじ部に螺合・接合されている。
【０００６】
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又、チューブプレート１０３の受部１０５の外側には、セットスクリュ１２５が配置され
ていて、このセットスクリュ１２５には、チューブ１０９の雌ねじ部１１１に螺合される
雄ねじ部１２７が形成されている。又、このセットスクリュ１２５の外側には、コンプレ
ッションスクリュ１２９が配置されていて、このコンプレッションスクリュ１２９には、
ラグスクリュ１１７側の雌ねじ部１２３に螺合する雄ねじ部１３１が形成されている。
【０００７】
又、チューブプレート１０３には、固定ねじとしてのコーティカルスクリュ１３３を通す
ための複数個の貫通孔１３５が形成されている。又、チューブプレート１０３には、固定
ねじとしてのキャニレットスクリュ１３７を通すための貫通孔１３９が形成されている。
【０００８】
上記構成によると、例えば、大腿骨１０１の頸部１０１ａに骨折が発生した場合には、大
腿骨１０１の頸部１０１ａから骨頭１０１ｂにかけて所定深さの孔を穿孔し、骨頭１０１
ｂ側において雌ねじ部のねじ切り加工を施す。次に、ラグスクリュ１１７をその雌ねじ部
に螺合させていくと共に、チューブ１０９を挿入・配置する。その際、ラグスクリュ１１
７の基部は上記チューブ１０９内の中空部１１３内に挿入される。
【０００９】
又、大腿骨１０１の側部に、チューブプレート１０３を沿わせるように配置する。そして
、セットスクリュ１２５をチューブプレート１０３の受部１０５の貫通孔１０７を通して
チューブ１０９の頭部１１１の雌ねじ部１１５に螺合させる。それによって、チューブ１
０９をチューブプレート１０３に固定する。次に、コンプレッションスクリュ１２９をセ
ットスクリュ１２５内を通して、ラグスクリュ１１７の基部の雌ねじ部１２３に螺合させ
ていく。それによって、ラグスクリュ１１７、ひいては骨頭１０１ｂを大腿骨１０１の頸
部１０１ａ側に引き寄せて、骨折部Ａに圧迫を与える。後は、チューブプレート１０３の
外側から複数本のコーティカルスクリュ１３３、キャニレットスクリュ１３７を大腿骨１
０１にねじ込むことにより全体を固定する。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の構成によると次のような問題があった。
すなわち、従来の構成によると、チューブ１０９の頭部１１１とチューブプレート１０３
の受部１０５とが共に半球状をなしていて、チューブ１０９がチューブプレート１０３に
対して全方向に自由に移動することができ、それによって、チューブ１０９ひいてはラグ
スクリュ１１７のチューブプレート１０３に対する任意の方向性に対して対応できるよう
になっている。
しかしながら、セットスクリュ１２５とチューブ１０９の接合に関してその接合作業がや
り難いという問題があると共に、セットスクリュ１２５をチューブ１０９に接合させた後
、セットスクリュ１２５とチューブプレート１０３の貫通孔１０７との間の遊びの範囲内
で位置ずれが発生してしまうことがあり、それによって、正しい位置での強固な固定状態
が損なわれてしまうことがあるという問題があった。
尚、このような問題に対して、本件特許出願人は、新たな骨接合装置を特願平１０－１２
９３７１号として出願している。
そのような先行出願に対してさらなる改良が要求されているものである。
又、以上の点は接合の対象物として骨折した骨を想定した場合であるが、骨折した骨に限
らず、広く部材と部材を接合する場合についても同様である。
【００１１】
　本発明はこのような点に基づいてなされたものでその目的とするところは、接合作業を
容易なものとし、且つ、正しい位置での強固な固定状態を確実に保持することが可能な骨
材接合装置を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するべく本願発明の請求項１による骨接合装置は、接合対象になってい
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る一方の骨から他方の骨側に向かって螺合されるラグスクリュと、上記一方の骨側に配置
され又は上記一方の骨そのものとして配置され貫通孔を有する受部を備えたチューブプレ
ートと、上記ラグスクリュとチューブプレートとの間に配置されラグスクリュの基部が挿
入されると共に上記チューブプレートの受部の内側に対して移動可能に係合する頭部を備
えたチューブと、上記チューブプレートの外側から上記チューブ内に螺合されチューブを
チューブプレートに固定するセットスクリュと、上記チューブプレートの外側であって上
記セットスクリュ内を通って上記ラグスクリュに螺合されそれによってラグスクリュひい
ては他方の骨を一方の骨側に引っ張るコンプレッションスクリュと、上記セットスクリュ
とチューブプレートの受部の外側との間に介挿されセットスクリュをチューブの頭部に螺
合させる際適宜回転しながら最も落ち着く箇所に位置する座金と、を具備し、上記チュー
ブプレートの受部の貫通孔の上記座金側縁部は円弧状凹部に形成されていると共に、上記
チューブプレートの受部の貫通孔の上記チューブの頭部側も円弧状凹部に形成されており
、これら両円弧状凹部の間には直線的な円筒状部が設けられていて、該円筒状部によって
セット時に上記座金と上記チューブの頭部とが接触しないように構成されており、上記座
金の上記チューブプレートの受部側の外周面は球面状に形成され、上記チューブプレート
の受部の貫通孔の上記座金側縁部に対して自由に摺動可能な構成とされていることを特徴
とするものである。
　又、請求項２による骨接合装置は、請求項１記載の骨接合装置において、上記一方の骨
は骨折した骨の一方であり、上記他方の骨は骨折した骨の他方であり、上記チューブプレ
ートを上記一方の骨の側面に沿わせて配置することを特徴とするものである。
　又、請求項３による骨接合装置は、請求項１記載の骨接合装置において、上記一方の骨
は骨折した骨の一方であり、上記他方の骨は骨折した骨の他方であり、上記チューブプレ
ートを上記一方の骨の内部に配置されることを特徴とするものである。
　又、請求項４による骨接合装置は、 請求項１記載の骨接合装置において、上記チュー
ブプレートは接合対象になっている一方の骨そのものであり、該一方の骨に貫通孔を有す
る受部を設けたことを特徴とするものである。
【００１３】
すなわち、本願発明の場合には、セットスクリュとチューブプレートの受部との間に座金
を配置し、セットスクリュをチューブに螺合させていく際、この座金を適宜回転させなが
ら、最も落ち着く箇所に自動的に位置させ、その状態で締結・固定状態を得るようにした
ものである。よって、ラグスクリュ及びチューブがチューブプレートに対してどのような
方向性をもって配置されていても、座金がそれに応じて適宜回転して最も落ち着く箇所に
自動的に位置するので、強固な固定状態を確実に得ることができると共に、作業性が大幅
に向上する。
又、チューブプレートの受部の貫通孔の座金側縁部は円弧状凹部に形成されていると共に
、チューブプレートの受部の貫通孔のチューブの頭部側も円弧状凹部に形成されており、
これら両円弧状凹部の間には直線的な円筒状部が設けられていて、該円筒状部によってセ
ット時に座金とチューブの頭部とが接触しないように構成されているので、必要な締め代
を確実に提供して強固な固定状態を得ることができるようになっている。
又、座金側に円弧状凹部を設けることにより座金の出っ張りをなくすとともに、座金と円
弧状凹部の一部とによる接触面積が増えることにより（従来のような単なる縁に座金が接
触している場合に比べて）強固な固定状態を提供することができる。
又、本願発明の場合には接合の対象としては、骨折した骨等が想定されるが、それに限定
されるものではなく、広く部材と部材とを接合する場合に適用可能である。そして、その
際、接合対象になっている一方の部材側にチューブプレートを配置する場合、一方の部材
自体がチューブプレートとして機能する場合等、様々なケースが考えられる。
一例として、骨折した骨同士を接合する場合において、一方の骨の側面にチューブプレー
トを沿わせて配置することが考えられる。
又、一方の骨の内部にチューブプレートを内装することも考えられる。
又、骨以外の部材同士を接合する場合において、一方の部材に受部を有する貫通孔を設け
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てそのままチューブプレートとして機能させることが考えられる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、図１乃至図１２を参照して本発明の第１の実施の形態を説明する。図１は大腿骨１
の頸部１ａに骨折が発生し、それを接合するための骨接合装置（部材接合装置の一例とし
ての骨接合装置）の構成を示す図であり、図１中骨折部を符号Ａで示す。又、図２は図１
の一部を拡大して断面として示す図である。
まず、チューブプレート３があり、このチューブプレート３は、大腿骨１の側部に沿った
状態で配置されている。上記チューブプレート３の図１、図２中上端には、受部５が形成
されている。この受部５には貫通孔７が形成されている。
【００１５】
上記貫通孔７において、図２中右側には円弧状凹部７ａが形成されていると共に、図２中
左側には別の円弧状凹部７ｂが形成されている。これら円弧状凹部７ａと円弧状凹部７ｂ
との間には、円筒状部７ｃが形成されている。貫通孔７をこのような構成にした理由につ
いては後で詳細に説明する。
尚、上記チューブプレート３の外観や断面構造については図７乃至図１１に示している。
図１１に示すように、上記受部５のなす角度は１３５度となっている。
【００１６】
図１及び図２に戻って、上記受部５の内側（大腿骨１側に形成される孔内）には、チュー
ブ９が配置されている。このチューブ９は、略半球状をなす頭部１１を備えていて、該頭
部１１を介して上記受部５の貫通孔７の円弧状凹部７ｂ内に移動可能に係合するようにな
っている。又、上記チューブ９は中空部１３を備えていると共に、頭部１１の内周側には
雌ねじ部１５が形成されている。上記受部５の貫通孔７の円弧状凹部７ｂの内表面は、梨
地状（ザラザラした状態）をなしていると共に、チューブ９の頭部１１の表面も同様に梨
地状をなしている。それによって、大きな摩擦力を得て固定力を高めるようになっている
。
【００１７】
又、ラグスクリュ１７があり、このラグスクリュ１７は、横断面形状が六角形の軸部１９
を備えていて、該軸部１９の先端部には雄ねじ部２１が形成されている。
尚、上記雄ねじ部２１については、実用新案登録第３０４４９２３号に係る登録実用新案
公報に開示されているように、タップ機能付きとすることもできる。又、軸部１９の基部
側の内周面には、雌ねじ部２３が形成されている。上記ラグスクリュ１７は、大腿骨１の
頸部１ａから骨頭１ｂにかけて予め形成された孔内に挿入され、且つ、骨頭１ｂ側の孔に
形成された雌ねじ部に螺合・接合されている。
【００１８】
又、チューブプレート３の受部５の外側にはセットスクリュ２５があり、このセットスク
リュ２５であるが、これは図６に示すように、頭部２７と軸部２９とから構成されていて
、この軸部２９の外周部には雄ねじ部３１が形成されている。この雄ねじ部３１がチュー
ブ９の頭部１１の雌ねじ部１５に螺合されることになる。又、横断面形状が六角形の貫通
孔３３が形成されている。この貫通孔３３内にコンプレッションスクリュ３５が通ること
になる。このコンプレッションスクリュ３５には、ラグスクリュ１７側の雌ねじ部２３に
螺合する雄ねじ部３７が形成されている。
【００１９】
又、座金３９があり、これはセットスクリュ２５とチューブプレート３の受部５の貫通孔
７の円弧状凹部７ａとの間に介挿されるものであって、ラグスクリュ１７及びチューブ９
がチューブプレート３に対してどのような方向性をもって配置されていても、セットスク
リュ２５をチューブ９の頭部１１の雌ねじ部１５に容易に螺合・接合させることができる
ように、且つ、強固な固定状態を得ることができるように設けられている。
【００２０】
上記座金３９の形状をその製造工程をみながら説明する。まず、図３に示すように、半球
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状の素材４１を用意し、この素材４１に対して、図４に示すように、本来の軸心線ａに対
して所定量だけずらした位置に軸心線ｂを設定し、該軸心線ｂを中心にして所定の径の貫
通孔４３を穿孔する。次に、図５に示すように、素材４１の上部を切断線４５に沿って切
断・除去する。そして、最後に、図６に示すように、切断線４７に沿ってその一部を切断
・除去し、且つ、切断線４９に沿ってその一部を切断・除去し、それによって、本実施の
形態による座金３９を得るものである。
その結果、座金３９はチューブプレート３の貫通孔５の円弧状凹部５ａに対して、自由に
移動可能な外周面３９ａを備えた形状になっている。図６において、下側が座金３９の表
面（図２中右側の面）となる。
【００２１】
又、図１に戻って、チューブプレート３には、固定ねじとしてのコーティカルスクリュ５
１を通すための複数個の貫通孔５３（図７乃至図１１に示す）が形成されている。又、チ
ューブプレート３には、固定ねじとしてのキャニレットスクリュ５５を通すための貫通孔
５７（図７乃至図１１）が形成されている。
【００２２】
以上の構成を基にその作用を説明する。
例えば、大腿骨１の頸部１ａに骨折が発生した場合には、大腿骨１の頸部１ａから骨頭１
ｂにかけて所定深さの孔を穿孔する。すなわち、図１２に示すような穿孔用ドリル６１を
使用すると共に図示しない骨接合装置取付用治具を使用して所定深さの孔を穿孔する。穿
孔作業が終了したら、上記穿孔用ドリル６１を残して骨接合装置取付用治具を取り外す。
【００２３】
次に、残された穿孔用ドリル６１をガイドにして、図示しない穿孔用治具によって、より
径の大きな穿孔を施すと共に、図示しないねじ切り治具によって、該穿孔された孔に所定
のねじ切りを施す。
尚、ラグスクリュ１７の雄ねじ部２１がタップ機能付きである場合には、上記ねじ切り作
業は不要となり、ラグスクリュ１７によって直接ねじ切りを行いながらねじ込んでいく。
【００２４】
次に、骨接合装置を順次装着して固定していくことになる。すなわち、ラグスクリュ１７
をねじ切り加工された雌ねじ部に螺合させていくと共に、チューブ９を挿入・配置する。
その際、ラグスクリュ１７の基部は上記チューブ９の中空部１３内に挿入される。
【００２５】
又、大腿骨１の側部に、チューブプレート３を沿わせるように配置する。そして、セット
スクリュ２５を、座金３９を介して、チューブプレート３の受部５の貫通孔７を通してチ
ューブ９の頭部１１の雌ねじ部１５に螺合させる。それによって、チューブ９がチューブ
プレート３に固定されることになる。次に、ガイドドリル６１を撤去する。そして、コン
プレッションスクリュ３５をセットスクリュ２５内を通して、ラグスクリュ１７の基部の
雌ねじ部２３に螺合させていく。それによって、ラグスクリュ１７、ひいては骨頭１ｂを
大腿骨１の頸部１ａ側に引き寄せ、骨折部Ａに圧迫を与える。後は、チューブプレート３
の外側から複数本のコーティカルスクリュ５１、キャニレットスクリュ５５を大腿骨１に
ねじ込むことにより全体を固定する。
【００２６】
以上本実施の形態によると次のような効果を奏することができる。
まず、セットスクリュ２５をチューブ９の頭部１１の雌ねじ部１５に螺合させた場合に、
座金３９が効果的に機能して、強固な固定状態を容易に得ることができるようになった。
これは、座金３９がラグスクリュ１７及びチューブ９のチューブプレート３に対する方向
性に応じて適宜回転し、その外周面３９ａがチューブプレート３の受部５の貫通孔７の円
弧状凹部７ａに対して摺接しながら最も落ち着く箇所を自動的に探し出してそこに位置す
ることになるからである。よって、接合作業が従来に比べて大幅に容易になると共に、接
合後に緩んでしまうようなことを防止することができる。
又、チューブプレート３の受部５の貫通孔７において、円弧状凹部７ａを設けているので
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、座金３９が外側に大きく出っ張ることを防止することができるとともに、座金３９が円
弧状凹部７ａの任意の一部に対して面接触することになるので、従来のように、単なる縁
に接触している場合に比べてより強固な固定状態を得ることができる。
又、チューブプレート３の受部５の貫通孔７において、円弧状凹部７ａ及び円弧状凹部７
ｂの間に円筒状部７ｃを設け、この円筒状部７ｃによって、締結時に、チューブ９の頭部
１１と座金３９の外周面３９ａが接触することを規制しているので、必要な締め代を確保
して強固な固定状態を得ることを可能にしているものである。
因みに、締結時に、チューブ９の頭部１１と座金３９の外周面３９ａが接触してしまった
場合には、それ以上の締め付けができなくなってしまって、結局、不十分な固定状態にな
ってしまう。
【００２７】
次に、図１３を参照して本発明の第２の実施の形態を説明する。前記第１の実施の形態の
場合には、接合の対象として、骨、特に大腿骨を例に挙げて説明し、大腿骨において骨折
が発生した場合にそれを接合する骨接合装置として説明したが、接合の対象としてはそれ
に限定されるものではなく、広く部材と部材とを接合する場合に適用できるものである。
例えば、図１３に示すように、まず、チューブプレート３自体が接合対象としての一方の
部材であり、この一方の部材としてのチューブプレート３に対して別の部材７１を接合す
るものとする。このような場合においても前記第１の実施の形態の場合と同様の構成をそ
のまま採用することができる。
但し、チューブプレート３自体が接合対象となっている一方の部材となるので、前記第１
の実施の形態で使用したコーティカルスクリュ５１、キャニレットスクリュ５５は不要と
なる。
尚、このような接合を適用する具体的な例としては、例えば、自転車のセンターシャフト
に対するハンドルの接合箇所等が想定され、要は一方の部材に対して任意の傾斜角度で他
方の部材を接合するようなケースが想定される。
【００２８】
次に、図１４、図１５を参照して本発明の第３の実施の形態を説明する。この第３の実施
の形態の場合には、前記第１の実施の形態の場合と同様に、部材接合装置の一例として骨
接合装置を例に挙げるものである。又、この第３の実施の形態の場合には、チューブプレ
ート３を大腿骨１内に内装するようにしている点で前記第１の実施の形態の場合とは異な
っている。
【００２９】
又、その関係で、前記第１の実施の形態におけるセットスクリュ２５が頭部２７と軸部２
９とに分離している。但し、軸部２９の雄ねじ部３２に頭部２７を螺合させることにより
一体化されて、前記第１の実施の形態におけるセットスクリュ２５と同じセットスクリュ
となる。又、上記貫通孔７において、円弧状凹部７ａと円弧状凹部７ｂとの間の円筒状部
７ｃの長さが長くなっている。その他細部の形状等には若干の違いはあるが基本的には同
じである。
したがって、前記第１の実施の形態の場合と同様の効果を奏することができる。
【００３０】
尚、本発明は前記第１乃至第３の実施の形態に限定されるものではない。
前記第１及び第３の実施の形態では大腿骨の頸部の骨折時の接合を例に挙げて説明したが
、その他の箇所の骨折時の接合に対しても同様に適用可能であり、又、前記第２の実施の
形態で説明したように、骨以外の部材の接合においても広く適用可能である。
又、チューブプレートの受部の形状、座金の形状、受部の角度等についてはあくまで一例
であって、それに限定されるものではない。
【００３１】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明による部材接合装置によると、セットスクリュをチューブ側に
螺合させた場合に、座金が効果的に機能して、強固な固定状態を容易に得ることができる
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ようになった。これは、座金がラグスクリュ及びチューブのチューブプレートに対する方
向性に応じて適宜回転して最も落ち着く箇所を自動的に探し出してそこに位置することに
なるからである。よって、接合作業が従来に比べて大幅に容易になると共に、接合後に緩
んでしまうようなことを防止することができる。
又、チューブプレートの受部の貫通孔において、座金側にも円弧状凹部を設けているので
、座金が外側に大きく出っ張ることを防止することができると共に、より強固な固定状態
を得ることができる。
又、チューブプレートの受部の貫通孔において、両側の円弧状凹部の間に円筒状部を設け
、この円筒状部によって、締結時にチューブの頭部と座金が接触しないように構成されて
いるので、必要な締め代を確保して強固な固定状態を得ることが可能になった。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す図で、部材接合装置によって骨折した骨を接合
した状態を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態を示す図で、図１の一部を拡大して示す断面図である
。
【図３】本発明の第１の実施の形態を示す図で、座金の形状を説明するためにその製造工
程を順次示した正面図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態を示す図で、座金の形状を説明するためにその製造工
程を順次示した正面図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態を示す図で、座金の形状を説明するためにその製造工
程を順次示した正面図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態を示す図で、座金の形状を説明するためにその製造工
程を順次示した正面図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態を示す図で、チューブプレートの斜視図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態を示す図で、チューブプレートの平面図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態を示す図で、チューブプレートの正面図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態を示す図で、図８のＸ－Ｘ矢視図である。
【図１１】本発明の第１の実施の形態を示す図で、図８のＸＩ－ＸＩ断面図である。
【図１２】本発明の第１の実施の形態を示す図で、部材接合装置による接合作業の様子を
示す断面図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態を示す図で、本発明の第２の実施の形態を示す図で
、部材接合装置によって軸部材同士を接合した状態を示す図である。
【図１４】本発明の第３の実施の形態を示す図で、骨接合装置の構成を示す図である。
【図１５】本発明の第３の実施の形態を示す図で、骨接合装置により大腿骨の骨折部を接
合している状態を示す図である。
【図１６】従来例を示す図で、部材接合装置によって骨折した骨を接合しようとする状態
を示す図である。
【符号の説明】
１　大腿骨
１ａ　頸部
１ｂ　骨頭
３　チューブプレート
５　受部
７　貫通孔
７ａ　円弧状凹部
７ｂ　円弧状凹部
７ｃ　円筒状部
９　チューブ
１７　ラグスクリュ
２５　セットスクリュ
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３５　コンプレッションスクリュ
３９　座金
７１　軸部材
７３　軸部材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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