
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ヒト大腿骨の頸部（大腿骨頸）（５）の頭部（大腿骨頭）（８）を大腿骨幹（９）に対し
所定の切断角度（α c）およびその頭部（８）の基端との関係で所定の高さ（Ｌ c）に正確
に切除するのに用いられる切断ガイド器具であって；
切除の間、大腿骨に固定される取付け部材（１４）を含む支持部（１１）と；
大腿骨幹（９）に対して所定の整合角度で大腿骨頸（５）に沿って延出する

を有し、器具使用時において前記支持部（１１）に 支持される
と；

器具使用時において該ガイドキャリア（１２）により支持され、かつ該ガイドキャリア（
１２）の前記軸（Ｄ－Ｄ）に沿って所定切断高さ（Ｌ c）に相当する切断位置まで移動可
能な切断ガイド（１３）と、を具備してなり

（１２）および切断ガイド（１３）は、該切断ガイド（１３）が前記
切断位置で （１２）によって支持され、該切断ガイド（１３）が大腿
骨幹（９）に対して前記所定の切断角度（α c）に方向づけられるようにされていること
を特徴とする切断ガイド器具。
【請求項２】
前記ガイドキャリア（１２）が、前記支持部（１１）により枢支され、大腿骨の対称面（
Ｍ）を横切る方向に延びる枢軸（Ｃ－Ｃ）の周りを 可能となっていて、これにより大
腿骨幹（９）に対する上記整合角度を調整し得るようになっている請求項１記載の切断ガ
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イド器具。
【請求項３】
角度照合部材（４０）を更に有し、該角度照合部材（４０）に、前記ガイドキャリア（１
２）の枢軸（Ｃ－Ｃ）に対し横切る方向に延びた比較的長尺の整合部（４４）が設けられ
、さらに該角度照合部材（４０）は上記ガイドキャリア（１２）の枢軸（Ｃ－Ｃ）の周り
に回動可能に前記支持部（１１）により枢着されていて、整合部（４４）が大腿骨幹（９
）と平行になる角度をとることができ、切断ガイド（１３）が切断位置にあるとき前記ガ
イドキャリア（１２）と整合部（４４）との角度が上記整合角度と一致するようになって
いる請求項２記載の切断ガイド器具。
【請求項４】
前記ガイドキャリア（１２）および角度照合部材（４０）がそれぞれ別に前記ガイドキャ
リア（１２）の枢軸（Ｃ－Ｃ）の周りに回動可能に枢着されていて、これらに上記ガイド
キャリア（１２）と整合部（４４）との角度の値を視覚的に認識可能とする協同角度指示
手段（４１、４２、４６）が設けられている請求項３記載の切断ガイド器具。
【請求項５】
前記枢軸（Ｃ－Ｃ）の周りの前記ガイドキャリア（１２）の回動をロックするための切断
角度ロック手段（３０、３１、３２）が、さらに設けられている請求項２ないし４のいず
れか一項に記載の切断ガイド器具。
【請求項６】
前記ガイドキャリア（１２）が前記支持部（１１）を横ぎり、前記枢軸（Ｃ－Ｃ）と平行
な方向に移動自在となっていて、これにより切断ガイド（１３）と大腿骨の頸部（５）と
の間隔を調整し得るようになっている のいずれか一項に記載の切断ガイ
ド器具。
【請求項７】
切断ガイドロック手段（５７）をさらに具備し、これにより切断ガイド（１３）の前記ガ
イドキャリア（１２）の軸に沿う移動をロックするようにした請求項１ないし６のいずれ
か一項に記載の切断ガイド器具。
【請求項８】
切断ガイド（１３）が前記ガイドキャリア（１２）の軸（Ｄ－Ｄ）を中心として回動自在
になっている請求項１ないし７のいずれか一項に記載の切断ガイド器具。
【請求項９】
切断ガイド（１３）が、その切断位置において、除去されるべき大腿骨の一部に固定され
るようになっている請求項１ないし８のいずれか一項に記載の切断ガイド器具。
【請求項１０】
切断ガイド（１３）に、釘状物（５８） 固定手段を受入れるための１以上のチャン
ネル（５１）が設けられ、これにより切断ガイド（１３）を固定し得るようになっている
請求項９に記載の切断ガイド器具。
【請求項１１】
支持部（１１）の取付け部材（１４）が釘状物（１４）をなし、これにより大腿骨に一時
的に固定されるようになっている請求項１ないし１０のいずれか一項に記載の切断ガイド
器具。
【請求項１２】
釘状物（１４）が に、大腿骨幹（９）に向かう方向に導入されるようにな
っていて、この針状物（１４）の長さが大腿骨幹（９）に案内されつつその内部に到達し
得る長さとなっている請求項１１に記載の切断ガイド器具。
【請求項１３】
支持部（１１）がさらにカンチレバー（２２）を有し、これがその第１端部（２５）にお
いて取付け部材（１４）に着脱自在に接続され、第２端部（２６）において前記ガイドキ
ャリア（１２）を支持している請求項１ないし１２のいずれか一項に記載の切断ガイド器
具。
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【請求項１４】
ロッ

ド状の頸部整合部材（１９） 有し、 が
対称面（Ｍ）と平行に整合されるようになって 前記ガイドキャリア（１

２）を前記対称面（Ｍ） 平行な方向に配向し得るようにした請求項１ないし１３のいず
れか一項に記載の切断ガイド器具。
【請求項１５】
前記ガイドキャリア（１２）にさらに接合アーム（５３）が設けられ、該接合アーム（５
３）がガイドキャリア（１２）からそれを横切るようにして延び、かつ頭部（８）の基端
と当接するようになっていて、ガイドキャリア（１２）の軸（Ｄ－Ｄ）に沿う接合アーム
と切断ガイド（１３）との間隔を視覚的に認識させるために、

位置指示手段（５４、５５、５６） 請求項
１ないし１４のいずれか一項に記載の切断ガイド器具。
【請求項１６】
前記ガイドキャリア（１２）が支持部（１１）との関係においてその長手方向に移動自在
となっていて、これにより前記接合アーム（５３）を頭部（８）の基端と当接するように
した請求項１５に記載の切断ガイド器具。
【請求項１７】
切断ガイド（１３）に、切断刃あるいはその類似物を受入れ、案内するための切断スリッ
ト（５０）が設けられている請求項１ないし１６のいずれか一項に記載の切断ガイド器具
。
【請求項１８】
前記切断スリット（５０）が の長軸に対して直角をなす請求項１７に
記載の切断ガイド器具。
【請求項１９】
前記所定の整合角度が前記所定の切断角度に対して直角をなす請求項１ないし１８のいず
れか一項に記載の切断ガイド器具。
【発明の詳細な説明】

本発明は、ヒトの股関節に股関節補綴を恒久的に固定することに係わり、特にヒト大腿骨
の頸部（大腿骨頸）の頭部（ｃａｐｕｔ）を大腿骨幹に対し所定の角度およびその頭部の
基端との関係で所定の高さに正確に切除するのに用いられる切断、鋸引きガイド器具に関
する。さらに本発明はそのような器具の使用および正確切除のための方法に関する。

ＷＯ９３／１６６６３号には、ヒト大腿骨の頸部に固定されるようにしたボールユニット
のための取付け部材からなる股関節補綴が開示されている。この取付け部材は、大腿骨頸
の頭部を切除したのち、大腿骨頸に取付けられるボールあるいは頭部を保持する部品を含
んでいる。さらにこの取付け部材は２つの主部品からなる取付け具を含んでいる。つまり
、その第１の部品は大腿骨頸から孔部を通って大腿骨の外側に延びており、第２の部品は
大腿骨頸の海綿骨質に切り込まれた円筒状孔に嵌め込むようにしたものである。この種の
股関節補綴は図１に示されている。その他の股関節補綴についてはＷＯ９３／０１７６９
号およびＷＯ８９／１１８３７号にも提案がなされている。
ＷＯ９３／１６６６３号に一般的表現で説明されているように、補綴の強固な固定を確保
するための取付け部材は、図１に示すように大腿骨頸の皮質骨の内側と係合させるように
することが好ましい。なぜならば、皮質骨と接触させることにより、補綴用取付け部材の
機械的弛みの虞れが少なくなるからである。このような係合を達成するための除去される
べき頭部に沿う切除面または切断面Ｐは、大腿骨の主軸（Ａ－Ａ）に対して正確な所定切
断角度α cを以てなされなければならない。各患者についてのこの切断角度の具体的値は
、通常、大腿骨の放射線写真から事前に決定することができる。
さらに、この切断面は除去されるべき大腿骨頸頭部の基端との関係で正確な所定の切断高
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さＬ cを以てなされなければならない。これは患者がびっこにならないために必要である
。この切断高さも患者の大腿骨の放射線写真から事前に決定することができる。
したがって、本発明の目的は、このような所定の切断角度および切断高さの切断面に沿っ
て正確に大腿骨頸の頭部を切除することを可能にすることである。さらに、本発明の目的
は、このような正確な切断を迅速かつ信頼性の高い方法で行うことを可能にすることであ
る。
本発明の具体的目的は、正確かつ信頼性の高い方法で切断角度および切断高さを決定でき
る切断ガイド器具を提供すること、およびこのように決定された切断面に沿って切断刃等
を案内することができる切断ガイド器具を提供することである。

本発明の上記およびその他の目的は、請求の範囲に記載された特徴を有する切断ガイド器
具、方法および使用方法により達成することができる。
すなわち、本発明の切断ガイド器具は、切除の間、大腿骨に固定される取付け部材を含む
支持部と、器具使用時において上記支持部により支持され、かつ大腿骨幹に対し上記所定
の切断角度α cで大腿骨頸に沿って延出する長手方向ガイドキャリアと、該ガイドキャリ
アにより支持され、かつ該ガイドキャリアの軸に沿って所定切断高さＬ cに相当する切断
位置まで移動可能な切断ガイドとを具備してなる。
本発明の器具は、切断角度および切断高さが決定され、さらに患者の股関節の転位の後に
用いられる。大腿骨幹に対するガイドキャリアの角度により、切断ガイドすなわち切断面
が切断高さに関係なく、大腿骨幹に対する所定の正確な切断角度が得られる。また、ガイ
ドキャリアの軸に沿う切断ガイドの長手方向の位置の正しい調整により、上記頭部の基端
からの正確な所定の距離での切断面、すなわち正確な切断高さが得られる。
本発明の好ましい実施態様として、上記ガイドキャリアは、上記支持部により枢支され、
大腿骨の対称面を横切る方向に延びる枢軸の周りを角度的に移動可能となっている。これ
により大腿骨幹に対する上記切断角度α cを調整し得るようになっている。なお、本明細
書中で“大腿骨の対称面”とは大腿骨を２つの基本的に等しいが鏡面対称に分割した面を
意味する。このガイドキャリアの枢動性は、大腿骨に対する取付け部材の位置決めおよび
調整に対し大きい許容度を与える点で有利である。
ガイドキャリアを枢支させた上記実施態様において、本器具はさらに角度照合部材を具備
するものであってもよい。この角度照合部材はガイドキャリアの枢軸を横切る方向に延出
する比較的長い整合部を備え、また上記支持部に枢着されていてガイドキャリアの枢軸の
周りを回転可能となっており、その整合部が大腿骨幹と実質的に平行となる角度に移動さ
せることができる。この実施態様は大腿骨幹に対するガイドキャリアの角度を切断角度と
等しくなるようにかなり正確に調整させることができる点で有利である。なぜならば、（
ｉ）上記角度照合部材と患者、すなわち照合部材と大腿骨幹との間の角度をその比較的長
い整合部を用いて正確に設定させることができるからであり、また（ｉｉ）上記角度照合
部材とガイドキャリアとの間の角度（双方とも本器具の機械的部品）もかなり正確に設定
させることができるからである。
上記の比較的長い整合部を有する枢動可能な角度照合部材を具備する上記実施態様は、２
つの異なった方法で用いることができる。第１の方法は上記整合部とガイドキャリアとの
間の角度を固定する方法であり、第２の方法はその角度を可変とする方法である。
この第１の方法による器具においては、例えば、それぞれが整合部に対し異なる固定され
た角度を有する一連の交替可能なガイドキャリアのセットを具備させてもよい。
第２の方法による器具においては（すなわち上記整合部とガイドキャリアとの間が可変な
もの）、ガイドキャリアおよび角度照合部材は別々にガイドキャリアの枢軸の周りに枢動
させるようにし、上記整合部とガイドキャリアとの間の選択された角度の値を視覚的に示
すための角度支持手段を具備させるようにしてもよい。このガイドキャリアの角度は、２
段階操作で調整することができる。はじめに、角度照合部材は、その整合部に従って枢軸
を中心として角度的に配置させて大腿骨幹に沿わせる。例えば、整合部の先端部を対応す
る膝関節、好ましくは膝蓋と反対側の位置にもっていく。次に、ガイド部材は、所定の切
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断角度が上記角度支持手段により示されるまで、同じ枢軸を中心としてその回転を続ける
。一般に、もしガイドキャリアが支持部との関係で枢動可能となっている場合、好ましく
はガイドキャリアの枢軸を中心とする枢動をロックするための切断角度ロック手段が備え
られる。
本発明の好ましい実施態様によれば、支持部の取付け部材は釘状をなし、これは大腿骨に
一時的に固定される。好ましくは、この釘状物は大腿骨頸部の上部に大腿骨幹に向かって
導入される。また、十分に長い釘状物を選択することにより大腿骨幹中に達することがで
き、また大腿骨幹により案内されて大腿骨に対し支持部を正しく位置させることができる
。
上記大腿骨の対称面に対するガイドキャリアの正確な整合を達成するため、支持部材は長
尺大腿骨頸整合部材、例えばロッド、スリット形成部材等を具備してなるものとし、大腿
骨の対称面と整合させてもよい。以下に述べる本発明の好ましい実施態様の説明からも明
らかなように、大腿骨頸整合部材の使用は、切断面を単に切断角度の方向のみならず、こ
れに直交する方向にも正確に配向させることができるという点で有利である。
大腿骨頸頭部の基端から正確な距離の切断高さで切断ガイドを配置させるために、ガイド
キャリアに接合アームを設けてもよい。この接合アームはガイドキャリアから横方向に延
びそして大腿骨頸頭部の基端と接合するようにしたものである。ガイドキャリアおよび切
断ガイドは、共に動く位置指示手段を具備させ、切断ガイドと接合アームとの間のガイド
キャリアに沿う距離、すなわち切断ガイドが正しい切断高さに位置したことを視覚的に指
示させるようにしてもよい。好ましくは、この切断高さにおいて切断ガイドをロックする
手段を設け、ガイドキャリアの軸に沿ってさらに移動しないようにしてもよい。
通常、本発明の器具は別個の器具であって、切断ツールを含まない。しかし、この切断ツ
ールは切断ガイドで支持され、あるいは切断ガイドの一部として合体させてもよい。もし
、切断ツールを切断ガイドと別体のものならば、切断ガイドが切断スリットを備え、切断
刃などを受入、案内させるようにしてもよい。
ヒト大腿骨の頸部（大腿骨頸）の頭部を大腿骨幹に対し所定の切断角度α cで、かつ頭部
の基端に対し所定切断高さＬ cで正確に切除するための本発明の方法は、大腿骨幹に対し
上記所定切断角度によって大腿骨頸に沿った長尺ガイドキャリアを整合させる工程と、上
記ガイドキャリアの軸により支持され、該軸に沿って移動可能な切断ガイドを設ける工程
と、該切断ガイドを上記ガイドキャリアに沿って上記所定切断高さに相当する切断位置ま
で移動させる工程とからなることを特徴とする。
この発明の方法の好ましい実行形態は請求の範囲に記載されている。
以下、本発明を本発明の切断ガイド器具の具体例に基づいて詳述するとともに、その使用
形態を図面を参照して詳述する。

図１は、ヒト大腿骨の大腿骨頸に固定された従来の股関節補綴を示す断面図。
図２は、大腿骨中に釘状の取付け部材を固定した状態を示す部分切欠図。
図３は、大腿骨の対称面に対し釘状部材の配向の仕方を説明するためのもので、図２に相
当するものの斜視図。
図４は、図２、３において支持部の釘状部材への装着を説明するための斜視図。
図５は、ガイドキャリアに切断ガイドを装着した状態を示す前面図であって、切断高さの
調整を説明するための図。
図６は、図５の底面を示す斜視図。
図７は、切断ガイドを切断位置に移動させた状態の器具を示す前面図。
図８は、図７のものを背面から見たときの斜視図であって、切断ガイドが２つの釘状部材
で固定された状態を示す図。
図９は、図７、８に示すものの側面図であって、器具の右側使用、左側使用を２点鎖線を
用いて説明する図。

図１は、ＷＯ９３／１６６６３号に記載されている股関節補綴を示すもので、この補綴は
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【図面の簡単な説明】

発明の好ましい実施態様の詳細な説明



円柱状の第１の取付け部材１と、ボールまたは頭３を備えたプラグ形をなした円柱状の第
２の取付け部材２とを具備してなる。この第１の取付け部材１は大腿骨頸５を軸Ｂ－Ｂに
沿って長くに削られた孔４中に嵌挿されている。第２の取付け部材２は大腿骨頸５中に孔
４と同軸に削られた円柱状窪み６中に嵌挿されている。この第２の取付け部材２は環状フ
ランジ７を有し、窪み６への挿入深さを制限している。このフランジ７は、２点鎖線で示
すような大腿骨頸５の頭部８が切断ツールで除去された面を表す切除面または切断面Ｐに
接合されている。
この切断面Ｐは、大腿骨幹９に対し所定の切断角度α cをなすように選択されたものであ
る。なお、大腿骨幹９の主長手方向軸は直線Ａ－Ａで図１に示されている。さらに、この
切断面Ｐは、大腿骨頸５の頭部８の基端に対し所定切断高さＬ cとなるように選択された
ものである。
さらに、図１の断面部分から明らかなように、補綴の第１および第２の取付け部材１、２
は、大腿骨頸５と大腿骨幹９との間の遷移部分における皮質骨１０の内側にプラグ状の第
２の取付け部材２の外側ネジ部が係合するように大腿骨との関連で配置され方向づけられ
ている。これにより補綴の安定した固体が達成される。
本発明の切断ガイド器具の好ましい実施態様および図１に示すような切断面Ｐに沿った切
断を可能にする該器具の使用については、以下図２ないし８を参照して説明する。なお、
図２ないし８はその器具および採用される後の工程を説明するものである。また、図１と
同様の部分については、図２ないし４にも同様の符号が付されている。
概略的に、本発明の器具は、大腿骨に固定される支持部１１（図２ないし４）と、この支
持部により支持されたガイドキャリア１２（図５ないし８）と、ガイドキャリア１２の

に沿って移動可能な切断ガイド１３（図５ないし８）とを具備してなる。この器具
を達成するこれらおよび他の部分は適当な硬質物質、例えばステンレス鋼のようなもので
作ることができる。
図示の実施態様において、支持部１１は、取付け部材として全長約１８ｃｍの釘状物１４
を具備してなる。もちろん、他の形の取付け部材、例えば締付け手段などを用いてもよい
。この釘状物１４は、その長手方向において４つの合体された部分１５ないし１８を具備
してなる。つまり、比較的長細い末端部分１５で十字形断面を有しその幅がほぼ５ｍｍの
もの、比較的幅広で短い釘状部１６で十字形断面を有しその幅がほぼ１０ｍｍのもの、円
柱状接合部１７、およびフランジ状頂部１８からなっている。この釘状物１４は、大腿骨
幹９の主軸Ａ－Ａとほぼ一致する方向で、かつ転子窩の近傍ないし一致する部位に導入さ
れている。図２に示すように、釘状物１４は末端部分１５が大腿骨幹９の内部にまで案内
されながら到達する程度の十分な長さを有し、これにより釘状物１４が、さらに大腿骨幹
９の内部に導入される場合において、大腿骨幹９の主軸Ａ－Ａとの関連で不用意に傾斜す
るのを防止ないし少なくとも減少させている。大腿骨の大きさによっては、幅広の釘状部
１６の長さを変えて大腿骨頸５に固定させてもよい。
以下の記載から明らかなように、本器具の支持部の残りの部分は大腿骨の対称面から直交
するようにして突出している。したがって、大腿骨幹９との関連で釘状物１４の傾斜（こ
れは重要）のみならず、その長手軸の周りの回転が抑制される。そのため、釘状物１４の
接合部１７にはロッドの形をした長尺頸部整合部材１９が設けられている。この長尺頸部
整合部材１９は接合部１７から直角方向に約７－１０ｃｍ程延出している。図３に示すよ
うに、ロッド１９は大腿骨頸５の対称面Ｍに沿って延びている。正確な方向は釘状物１４
の細い末端部分１５への導入中に設定される。なぜならば大腿骨頸５中に幅広の釘状部１
６が固定された場合、釘状部１６の十字状断面によって釘状物１４の回転が困難なほどに
強く固定されるからである。
図２に記号２０で示すように、ロッド１９は接合部１７の中心を通る貫通孔２１中をその
長手方向に沿って移動可能となっている。さらに、ロッド１９は貫通孔２１中を複数箇所
（本実施例では２箇所）で挿入し得るようになっている。この貫通孔は、切断されるべき
大腿骨の大きさ、形状に応じて選択される。釘状物１４が、図２、３に示すように大腿骨
中に固定されたのち、支持部１１の残りは図４に示すように接合部１７に設けられる。こ
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の図示の実施態様において、さらに支持部１１は、互いに直交する第１のアーム２３と第
２のアーム２４を有するＬ形カンチレバー２２を有する。この第１のアーム２３および第
２のアーム２４はそれぞれ円筒状スリーブ２５、２６を備えている。これら円筒状スリー
ブ２５、２６の長手方向は、Ｌ形カンチレバー２２の面内にあり、かつそれぞれのアーム
と直交する方向に延びている。第１のアーム２３のスリーブ２５は、円柱状接合部１７の
外径に対応する内径を有し、内側に突出するタップ（図示しない）であり接合部１７に形
成された長溝２７、２８に嵌挿されるようになっている。これによりカンチレバー２２が
釘状物１４の周りに回転するのを防止している。このタップは、カンチレバー２２が釘状
物１４に設けられる際これが対称面Ｍから直角に突出するように、整合ロッド１９との関
係で設けられる（但し、整合ロッド１９が図３に示すように正しく配向されているときで
ある）。図４から明らかなように、整合ロッド１９の挿入部として選択された孔２１は、
釘状物１４との関係でスリーブ２５の高さ

第２のアーム２４のスリーブ２６は、そのスリーブ２６の軸が長尺ガイドキャリア１２の
枢軸Ｃ－Ｃと一致し（図４）、図１に示す軸Ａ－Ａと軸Ｂ－Ｂとの交点近傍に通常配置さ
れる。また、このスリーブ２６は、その内径に対応した外径を有する内側筒状軸受部材３
０を保持している。すなわち、この軸受部材３０は、スリーブ２６の内側を軸Ｃ－Ｃを中
心として回転自在となっているが、角度ロック手段の利用によるスリーブ２６との関係で
回転を止めることもできる。この実施態様におけるこれらの角度ロック手段は、ハンドノ
ブ３１とアーム２６の内側に延びるネジ付きスピンドル３２とノブ３１によりスピンドル
３２が回転した場合に軸受部材３０の回転を阻止するためにスリーブ２６の近傍に配置さ
れた手段（図示しない）とからなっている。軸受部材３０によって選択された回転位置は
切断角度α cを決定するものである。
軸受部材３０は、ロッド型の枢動シャフト３３を摺動できる長尺通路を保持している。こ
の枢動シャフト３３は軸受部材３０との関係において軸Ｃ－Ｃ方向に移動自在となってい
る。しかし、これら２つの部材の相対的回転は、２つの対向して設けられた突起３４によ
り阻止されるようになっている。この突起３４は、軸受部材３０の径方向内側に向けて突
出した溝であり、枢動シャフト３３に形成された対向する溝３５と摺動自在に嵌合してい
る。この係合により、ノブ３１によって切断角度がロックされたのちでも、ガイドキャリ
ア１２と大腿骨頸５との間隔を調整し得るようになっている。
大腿骨頸５に直面する枢動シャフト３３の末端は、ガイドキャリア１２を装着するための
筒状スリーブ３６と一体的に接続されている。枢動シャフト３３の他端の面には結合スリ
ット３７が設けられている。
図４に示すように釘状物１４にカンチレバー２２を装着した後（但し、切断角度α cでロ
ックする前）、図４に示すような角度照合部材４０が結合スリット３７を有する枢動シャ
フト３３の端部に一時的に装着される。この角度照合部材４０を設ける目的は、大腿骨幹
９の主軸Ａ－Ａに対する正確な角度照合を行い、切断角度の所定値に対する器具の調整手
段を提供することである。この目的のため、角度照合部材４０は、枢軸Ｃ－Ｃと合致する
軸に沿って相互に回転可能な２つの部材からなっている。その第１の部材は、大腿骨幹９
との関連において配向させるための扇形の分度器４１を具備し、これに左右の大腿骨用の
切断角度数４２の２セットが目盛られ、さらに筒状接続部４３と比較的長尺のロッド状整
合部４４とを具備している。この整合部４４は、筒状接続部４３に着脱自在に、枢軸Ｃ－
Ｃに対して直交する方向に設けられている。好ましくは、この整合部４４は膝関節に達す
る程度の長さとする。また角度照合部材４０の第２の部材は、結合スリット３７を介して
枢動シャフト３３に に装着されるもので、角度調整ノブ４５と分度器４１の角度
表示側に設けられた切断角度インジケータ４６とこの分度器４１の角度表示側の反対側に
設けられた筒状接合用ブッシング４７とからなっている。このブッシング４７には結合ス
リット３７と係合する内部突起（図示しない）が設けられている。これら３つの部材４５
、４６および４７は分度器４１に対し一体として回動自在となっている。
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を決定する。スリーブ２５とスリーブ２６はカ
ンチレバー２２によって相互に連結されているため、釘状物１４に対するスリーブ２５の
高さを決定することにより、大腿骨頸５に対するスリーブ２６の高さも決定される。

回動不能



角度照合部材４０がカンチレバー２２の枢動シャフト３３に装着されたとき、分度器４１
は大腿骨との関連で基準位置に向けられる。これは整合部４４を回転させ、その先端部（
図示しない）を膝蓋の中心に対し反対側に位置させることにより行われる。その後、ロッ
ド４４を膝関節上の上記基準位置にて保持させたまま、切断角度インジケータ４６が正し
い所定角度値４２（例えば１４０度）にくるまでノブ４５を回動させて、切断角度α cは
セットされる。これにより筒状スリーブ３６の軸が大腿骨幹９との関連で所定の切断角度
に正確に配向させることができる。この切断角度は、ノブ３１によりスリーブ２６に関連
した軸受部材３０をロックすることにより固定させることができる。それから、角度照合
部材４０はカンチレバー２２から除去される。なお、角度照合部材４０を装着する前に切
断角度値をセットすることも可能である。
次に、図５、６を参照して切断高さＬ cの調整について説明する。本実施態様において、
切断ガイド１３は四角形ブロックの形状をなし、これに切断スリット５０と図６に示すよ
うな２つずつ互いに交差するようにして設けられた４つの固定チャンネル５１とからなっ
ている。ガイドキャリア１２は、切断ガイド１３中の切断スリット５０に直交する面に穿
設された孔に移動自在に嵌挿される。 においてガイドキャリア１２は接合アーム５
３を備え、この接合アーム５３は、ガイドキャリア１２の軸Ｄ－Ｄを横切るようにして延
び、図７に示すように除去されるべき頭部８の基端と当接するようになっている。この実
施態様において、接合アーム５３はガイドキャリア１２により回動自在に支持されている
。
好ましくは、ガイドキャリア１２を筒状スリーブ３６に挿入する前に、切断スリット５０
と接合アーム５３との間隔は、図５に示すように所定の切断高さＬ cと等しくなるように
セットする。本実施態様において、切断高さの設定は、切断ガイド１３に設けられた

の形状の高さ指示手段により行われる。この場合、指示リング５５がルーラ５４中
のスリット５６を介して見ることができる。切断高さが所定切断高さＬ cにセットされた
とき、回転ロッキング・ノブ５７によって切断ガイド１３はガイドキャリア１２に対しロ
ックされる。
所定切断高さにロックされた図５に示す状態のユニットは図７に示すようにカンチレバー
２２に接続される。この場合、接合アーム５３が頭部８の基端と係合するまで、ガイドキ
ャリア１２の自由端部を固定されたスリーブ３６内に挿入する。このとき切断スリット５
０は所定の切断角度および切断高さを有する切断面Ｐを特定することになる。
この実施態様において示すように、切除を行う前に切断ガイド１３を頭部８に固定するこ
とは一層の正確性を確保することができる。これはスリーブ２６との関連において切断ガ
イド１３およびガイドキャリア１２を軸Ｄ－Ｄの周りに回動させるとともに、ロックされ
た軸受部材３０との関係において枢動シャフト３３を切断ガイド１３が大腿骨頸５と接す
るまで移動させることができる。その後、２つの固定釘部材５８が切断ガイド１３の２つ
のチャンネル５１を通して挿入され、除去されるべき頭部の一部に固定される。この状態
が図８に示されている。
このようにして器具の調整および固定が終了したのち、切断スリット５０に切断刃あるい
はこれに相当するもの（これは図示しない）を挿入することによって切断作業を行うこと
ができる。すなわち、この切断スリット５０を介することにより、切断刃を所定の切断面
Ｐに沿って正確に案内することができる。切除が終了したのち、器具は釘状物１４を引抜
くことによって大腿骨から除去される。
図２に説明した態様に対する別法として、釘状物１４を転子に、すなわち、図２において
、このさらに左側に導入してもよい。図７に示すように、このような釘状物１４の配置に
より、ガイドキャリア１２との関係において切断ガイド１３の可動性を一層大きくするこ
とができる。
最後に、図９は、このような器具を右側あるいは左側の大腿骨に対し使用する場合の仕方
を示している。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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