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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨折部固定プレートを屈曲させるための成形用工具において、
　ａ ） 手動によるてこ作用が可能な剛性のハンドル部であって、縦軸を画定するハンド
ル部と、
　ｂ ） 第１の外径をもつ第１のペグ要素を有する第１の端部であって、前記プレートに
対して屈曲力を印加することができるように、前記第１のペグ要素が、前記ハンドル部に
対して突出している第１の端部と、
　ｃ ） 前記縦軸に沿って縦方向にずれている、互いに平行に離間した第２および第３の
ペグ要素を有する第２の端部であって、前記第２および第３のペグ要素が、互いに対して
固定され、前記第２のペグ要素が、前記第１の外径と同一の外径を有し、前記第３のペグ
要素が、前記第１の外径より小さい端部分を有するように、外径が階段状になっており、
前記第２および第３のペグ要素が、前記第１のペグ要素を横切るある角度に方向付けられ
ている第２の端部と、
　を含み、
　前記ハンドル部は、前記第１の端部と前記第２の端部との間に位置決めされている、
　成形用工具。
【請求項２】
　請求項１記載の成形用工具において、
　前記第３のペグ要素は、前記第２のペグ要素より、前記第２の端部に近接した状態で離
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間している、成形用工具。
【請求項３】
　請求項２記載の成形用工具において、
　前記第２の端部は、第４および第５のペグ要素を含み、
　前記第４のペグ要素は、前記第１の外径と同一の外径を有しており、
　前記第５のペグ要素は、端部において縮径した外径をもつ階段状の外径を有しており、
　前記第２および第３のペグ要素は、前記第２の端部の一側部上に位置決めされており、
　前記第４および第５のペグ要素は、前記第２および第３のペグ要素に対して前記第２の
端部の反対側の側部上に配置されており、
　前記第５のペグ要素は、前記第４のペグ要素より、前記第２の端部の前記端部からより
離れた状態で離間している、
　成形用工具。
【請求項４】
　請求項１記載の成形用工具において、
　前記第３のペグ要素は、前記第２のペグ要素より、前記第２の端部からより離れた状態
で離間している、成形用工具。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔関連出願のクロスリファレンス〕
　この出願は、２００４年１２月１４日に出願された米国特許出願第11/011,917号の一部
継続出願であり、当該米国特許出願の開示内容は、全体が、参照によって、この明細書に
組み込まれるものである。
【０００２】
〔発明の背景〕
〔発明の分野〕
　この発明は、広範囲に外科用装置に関するものである。より詳細には、この発明は、整
形外科用のインプラント、特に骨プレートを植え込みし、かつ、成形するための構成要素
に関するものである。
【０００３】
〔先行技術に関する陳述〕
　長尺骨の骨幹端骨折は、治療困難なことがある。不適切な治療を行うと、骨が変形し、
かつ、長期間にわたって不快な症状に悩まされることになる。
【０００４】
　一例として、コリース骨折(Colles' fracture)は、橈骨遠位端（distal radius）上に
印加される圧縮力に起因するものであり、遠位側の骨部分を後部、すなわち背面側へ位置
ずれさせ、手首部分で手を橈側へ変位させる。しばしば、コリース骨折では、複数の骨部
分が移動可能になり、当該複数の骨部分が相互に位置ずれする場合がある。仮に、不適切
な治療が行われた場合には、上述のような骨折では、手首が永続的に変形し、かつ、手首
の関節運動が制限されることになる。したがって、適切に治癒されるように、骨折部分の
位置を整え、かつ、骨を互いに対して固定することが重要である。
【０００５】
　骨幹端の骨折に対する整骨および固定は、典型的には、ギブス包帯、外部からの固定、
ピン止めおよび添木を含む数種の方法の一つによって実行されている。ギブス包帯は、非
侵襲的であるが、多くの骨部分が存在するような部位での骨折の整骨状態を維持できない
ことがある。これに代えて、外部固定器が使用されてもよい。外部固定器は、関節部を越
えて緩和力を付与し、かつ、靭帯周辺部上に印加された張力に基づいて骨部分が整骨でき
る靭帯整復術として公知の方法を利用するものである。しかしながら、外部固定器は、手
首骨の位置を維持することはできるが、特定の骨部分では、最初に適切に整骨することは
困難な場合がある。さらに、外部固定器は、複数の骨部分となる骨折、すなわち複雑骨折
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には、しばしば、適していない。K-ワイヤ（キルシュナー銅線(Kirschner wires)）を用
いたピン止めは、非侵襲的な処置であり、これにより、ピンは種々の骨部分内に位置決め
される。このような方法は、困難で、時間がかかる処置であり、骨が粉砕されている、す
なわち骨粗しょう症となっている場合に、その骨の固定が制限される。
【０００６】
　添木の方法は、典型的には骨に対して配置される金属製の安定化プレートと、この安定
化プレートを貫通して位置決めされ、かつ、関節運動型の骨表面の近傍のドリル孔に導入
される固定角ファスナー（表面にネジが形成されたシャフトを有していてもよいし、ある
いは表面にネジが形成されていないシャフトを有していてもよい）と、上記のプレートか
ら、骨内に形成されたドリル孔内に向けて延在して、骨折部分の固定を安定化させる皮質
ネジと、を利用するものである。例えば、本出願人が共有する米国特許出願公開第200401
93164 A1号公報は、手首の掌側から背面側へ位置ずれした骨幹端骨折を治療するように、
特に構成されたプレートを開示しており、その開示内容は、全体が、参照によって、この
明細書に組み込まれるものである。
【０００７】
　固定角ファスナーが骨プレートと共に利用される場合には、当該固定角ファスナー導入
用にドリル加工される案内孔が複数の孔の軸と確実に同軸になることが必要である。そう
しなければ、上記の固定角ファスナーのシャフトは、解剖学的構造と適切に位置合わせし
ないはずであり、かつ、当該ファスナーのヘッド部は、骨プレートのネジ孔と適切に位置
合わせしないはずであり、場合によっては、ネジ方向と交差することになる。結果として
、骨上に配置されたプレートでは、当該骨内に、ネジ孔と位置合わせするように各ドリル
孔を形成する前に、プレートのネジ孔にドリルガイドが取り付けられる。このドリルガイ
ドは、特定のネジ孔を貫通するファスナーに対して適切な方向にドリル用の錐を向ける管
状の通路を画定する。各孔を形成した後に、ドリルガイドが取り外され、ファスナーがネ
ジ孔内に挿入され、その後、ドリルガイドがネジ孔に連結される。
【０００８】
　外科処置中におけるドリルガイドを取り付ける工程には根気が必要である。各ネジ孔が
他のネジ孔とは別の軸角度を有するという条件がある場合には、外科処置中に、ドリルガ
イドをペグ孔に螺合するのに適切な角度を位置決めすることが困難なことがある。このよ
うな困難性は、外科処置を不必要に長引かせることになる。
【０００９】
　さらに、複数のフラグメントプレートは、骨の骨幹に沿う骨折、あるいは特定の骨幹・
骨幹端または骨幹端部における骨折を固定するために、通常、使用される。このようなプ
レートは、概ね細長く、Ｌ字形状、Ｙ字形状あるいは骨の一部上に配置されるのに適した
他の形状を有している。フラグメントプレートの長さは、対象とする固定方法によって変
更される場合がある。複数のフラグメントプレートに複数のネジ孔が設けられている場合
には、当該複数のフラグメントプレートは、掌プレートに対して与えられる上述の負荷と
同一の実際的な負荷強度を受けることになり、換言すれば、固定角ファスナーを貫通して
収容するための孔の軸と位置合わせした孔をドリル加工するためのドリルガイドを各ネジ
孔に取り付けるには根気が必要である。
【００１０】
　さらに、複数のフラグメントプレートが設計される対象である解剖学的構造は、しばし
ば、当該プレートの骨接触面の正確な輪郭とは異なっている。いくつかの理由で、当該解
剖学的構造に当該プレートをより良く適合させるために、植え込み処置中に、ネジ孔を有
するフラグメントプレートの輪郭を再形成することは実用的ではなかった。第一に、角度
が固定されていないフラグメントプレートとは異なり、当該プレートのネジ孔内に成形用
工具を挿入し、かつ、当該工具でプレートに力を印加すると、ネジ孔が、ネジが形成され
たファスナーを受け入れない程度に、ネジが変形する。第二に、解剖学的構造に最も良く
適合させるためには、プレートの輪郭が、縦方向、横方向および捻れ方向を含む三次元で
、再形成される必要がある。このような変形を非常に硬い金属プレートに与えることは、
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骨上にプレートを配置し、骨を取り外して再成形し(remove the bone reshaping)、骨上
にプレートを戻し、修正するなどしなければならず、困難である。すなわち、このような
再成形が骨から離れた位置で行われる場合には、どのようなプレートであっても、そのプ
レートを再成形して骨にしっかりと適合させることは非常に困難である。
【００１１】
〔発明の概要〕
　したがって、この発明の目的は、骨プレート内のネジ孔と位置合わせした状態で、骨内
に孔を容易にドリル加工することにある。
【００１２】
　この発明の他の目的は、外科手術時に、骨プレート内に形成され、角度を固定したネジ
孔と位置合わせした状態で、ドリルガイドに接続する際に生じる困難を解消することにあ
る。
【００１３】
　この発明の他の目的は、プレートが骨上に配置された際にそのプレートを再成形するシ
ステムを提供することにある。
【００１４】
　この発明のさらに他の目的は、プレートを三次元で再成形できるシステムを保護するこ
とにある。
【００１５】
　この発明のさらに他の目的は、プレート再成形中に、角度を固定した孔のネジを保護す
るシステムを提供することにある。
【００１６】
　これらの目的は以下に詳述されるが、これらの目的を踏まえて、ドリルガイドの先端部
は、プレートのネジ孔の少なくとも一つ、好ましくはネジ孔ごとに事前に組み付けられて
おり、これにより外科医は、骨上に位置決めされたプレートにドリルガイドを装着する必
要がない。事前組付けは、手術室の専門技術者あるいは製造工場で実行可能である。ドリ
ルガイドの先端部は、再使用可能であっても、あるいは使い捨て可能であってもよい。ド
リルガイドの先端部は、当該先端部がその近傍の先端部を干渉せず、あるいは、プレート
上の近傍の構造体または当該プレート内に挿入されるはずの近傍の構造体を干渉しないよ
うに十分に短く設定されている。
【００１７】
　ドリルガイドの先端部をプレートに事前に組み付ける好適な方法では、一群の短ピンは
、当該ピンがプレート内の孔を貫通して、当該孔の軸と同一の角度に沿って延在するよう
に、プレート下に配置されている。次いで、ピンは正確な角度で、孔内に螺合される先端
部を案内する。これに代えて、一群のピンを利用せず、ドリルガイドの複数の先端部が、
適切な角度で、孔内に個別に案内される。フラグメントプレートについては、そのような
適切な角度は、典型的には、プレートの骨接触面に対して直角である。
【００１８】
　ドリルガイドとして先端部を使用する場合に二つの選択肢がある。一つ目の選択肢は、
ドリルガイドの延長部を取り付けることである。先端部および延長部は、共に、従来のド
リルガイドとして機能する。ドリル加工後に、延長部は、プレートから先端部を取り外す
のに使用される。二つ目の選択肢によれば、先端部は、いかなる延長部も付加しないで、
ドリル用錐のガイドとして使用され、その後に、別体の工具で取り外される。
【００１９】
　さらに、ガイドの先端部は、ドリルの案内以外の目的を有している。当該ガイドの先端
部は、プレート屈曲用工具とともに、使用可能であり、このガイドの先端部は、間隔をも
って配置され、かつ、力によって変形可能なプレートの部分によって分離された複数の角
度固定孔を有するフラグメントプレート上にガイドの先端部が事前に組み立てられた場合
に、特に有利である。好ましくは、二つの工具は、共に、プレートを屈曲させるのに使用
され、これら屈曲用工具は、第１端部および第２端部を有しており、両端部は、プレート
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内に形成された二つの隣接する孔内のガイドの先端部内に少なくとも部分的に挿入される
。トルクは、ネジ孔内に挿入されたガイドの先端部に各工具の第１端部を連結し、かつ当
該工具を操作することによって印加され、横方向の屈曲力（すなわち、プレート面内での
屈曲力）は、ガイドの先端部の第２端部で印加され、縦方向の屈曲力は、複数のガイドの
先端部における複数の第１端部または第１端部および第２端部の組み合わせで印加される
。屈曲用工具は操作可能であり、屈曲力は、骨表面に密着しているプレートを再成形する
ために、プレートが直接、骨上に位置決めされた状態で、プレートを再成形するように印
加されてもよい。プレートが二つの孔で構成されるセットごとに成形されるので、屈曲用
工具は、取り外され、ガイドの先端部は、上述したように、プレートの当該部分の下の骨
内に孔をドリル加工するドリルガイドとして使用可能である。次いで、角度を固定したネ
ジは、フラグメントプレートの当該部分を骨に連結するのに使用される。プレートの隣接
部分は、その後に、プレート全体が成形され、かつ、骨に連結されるまで工程を繰り返す
ような方法で、成形され、かつ、骨に固定される。
【００２０】
　この発明の他の目的および利点は、添付された図面に関連した詳細な記述を参照するこ
とで、この技術分野における当業者に明白になるはずである。
【００２１】
〔この発明の詳細な説明〕
　ここで、図１を参照すると、骨プレート１０が示されている。図示された骨プレート１
０は、特に、橈骨遠位端の掌側の部分を置換するための部材である。骨プレート１０は、
ペグのヘッド部またはロック用ネジ（図示せず）を螺合させて収容するための、ネジが形
成された複数のペグ孔１２と、固定した角方位でK-ワイヤを接近させて収容するように寸
法が設定され、相対的に小さな位置合わせ用の孔１４を有している。好適な骨プレートで
は、ペグ孔の軸は、すべて、互いに傾斜している。一つのペグ孔内には、挿入用工具１８
で当該孔内に事前に組み付けられたドリルガイドの先端部１６が示されている。図１およ
び図２を参照すると、好適な実施の形態では、挿入用工具１８とドリルガイドの先端部１
６との間の係合は、先細り状の矩形部２０が円形の開口部２２に係合することでなされる
が、骨プレート１０と係合し、かつ、その係合を解除した状態で、先端部１６を回転させ
るのに十分な摩擦力を矩形部２０の縁部が与えている。同様に、他の適切な係合も使用可
能である。
【００２２】
　骨プレート１０のペグ孔内への先端部１６の事前組付けは、外科手術中に、一旦、骨プ
レート１０が骨上に位置決めされると、外科医がプレートにドリルガイドの先端部１６を
ねじ込む必要がないように、実行されることが好ましい。事前組付けは、手術室の専門技
術者または製造工場で実行可能である。事前組付けの好適な方法では、一群の短ピン２４
は、当該短ピン２４が骨プレート１０内の孔を貫通して、当該孔の軸と同一の角度に沿っ
て延在するように、骨プレート１０下に配置されている。次いで、短ピン２４は正確な角
度で、孔内に螺合される先端部１６を案内する。フラグメントプレートについては、その
ような角度は、典型的には、プレートの骨接触面に対して直角である。短ピン２４および
挿入用工具１８は、これらの構成要素が互いに干渉しないように、寸法が設定されている
。これに代えて、一群のピンを利用せず、ドリルガイドの複数の先端部１６が、適切な角
度で、孔内に個別に案内される。ドリルガイドの先端部１６は、再使用可能であっても、
または使い捨て可能であってもよい。
【００２３】
　図２および図３を参照すると、ドリルガイドの先端部１６は、円錐台形状に先細りした
上部３０と、ネジが形成された下部３２を有しており、当該複数の先端部１６は、隣接す
る先端部を干渉せず、あるいは、骨プレート１０上の隣接する構造体または骨プレート１
０内に挿入されるはずの構造体、例えば、位置合わせ用の孔１４を貫通するK-ワイヤ５０
を干渉しないように十分に短く設定されている。これに代えて、上部３０は円筒形状であ
ってもよい。先端部１６のネジが形成された下部３２は、骨プレート１０へのねじ込みが
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、製造工場（最善の場合）であろうと、医療施設での事前の植え込みであろうと、外科手
術環境から離れた、より簡易な条件下で、実行されるので、従来のドリルガイドと同様で
ある必要はない。ネジ部分を短縮化することで、従来のドリルガイドと比較して、骨プレ
ート１０の下のガイド先端部の突起を小さくでき、これにより、以下にさらに詳述される
ように、骨プレート１０を、ドリル加工中に骨に接近した状態で配置することができる。
【００２４】
　また、ドリルガイドの先端部１６は、橈骨遠位端用のプレート内に形成された遠位側の
孔列用のドリルガイドのための「皿」孔（“countersink” holes）を必要としない。よ
り詳細に説明すると、従来の技術では、ネジが形成されたペグ孔を貫通して挿入されるこ
とになるペグシャフトの外径より大きな外径を有するドリル用の錐で、遠位側のネジが形
成されたペグ孔列を貫通して、骨内に孔を最初にドリル加工する必要がある。骨プレート
１０は、遠位側の孔列においては、非常に薄くなっている。従来のドリルガイドは、「ノ
ーズ（nose）」部分を有しており、このノーズ部分は、円筒形状であり、ネジが形成され
ておらず、ペグ孔のネジ部のピッチ（０．５８ミリメートル（０．０２３インチ））より
僅かに長い約０．７６ミリメートル（約０．０３０インチ）の長さを有している。ノーズ
部分の外径は、ネジ部の完全な一回転でネジ部を案内し、かつ、ネジ部が螺合される前に
、孔の方向を確立するように、ネジ部の内径より僅かに小さい。仮に、骨プレートのネジ
深度が非常に浅い（遠位側の孔の場合と同様に）場合には、骨ブロックが入るので、骨プ
レートの下側にはドリルガイドのノーズ部分のための空間的な余裕がない。このため、皿
孔をドリル加工する必要が生じる。
【００２５】
　この発明によれば、ドリルガイドの先端部が他の指示部(guidance)（例えば、上述した
一群の短ピン２４）で、あるいは自由に組み立てられることになるので、ドリルガイドの
先端部にはノーズ部分が必要ない。ドリルガイドの先端部は、当該先端部が橈骨遠位端用
のプレート内に形成されたペグ孔のネジ部を保持し続ける必要から、非常に短く形成され
てもよい。先端部を骨プレートに対して十分に連結する一回転半のネジ部の螺合が図示さ
れており、図４は、ドリルガイドの先端部１６が骨プレート１０の底部５２を貫通して突
出しない状態を示している。皿孔を必要としないことに加えて、ドリルガイドの先端部が
非常に短くなっているという事実は、骨プレートを骨上にほとんど完全に当接するように
配置するという結果をもたらす。さらに、従来のドリルガイドの、円筒形状で、ネジ部が
形成されていないノーズ部分は、外科医がペグ孔の現在の角度を感触で知るのを手助けす
るだけの働きしかないものであり、この発明には必要ない。各先端部に好適な寸法は、約
３．８１ミリメートル～６．３５ミリメートル（約０．１５０インチ～０．２５０インチ
）であり、確実に２５．４ミリメートル(１インチ)未満である。このような先端部は、骨
プレート１０の上面（骨接触面とは反対側の面）の上に、短い距離（最大２５．４ミリメ
ートル（１インチ）、好ましくは、６．３５ミリメートル（０．２５インチ）以下）で隆
起する。
【００２６】
　ドリルガイドとして先端部を使用する場合には二つの選択肢がある。第１の選択肢によ
れば、先端部１６はドリル用錐の唯一のガイドとして使用され、その後に、挿入用工具１
８に類似した工具で取り外される。先端部１６の長さは、ドリル用錐を十分に案内する程
度とされる。この用途では、先端部１６の内面は、好ましくは硬質の、例えば金属材料で
形成されている。したがって、先端部１６は、全体的に金属材料で形成されてもよく、あ
るいは金属製の成形チューブが内部に挿入されたプラスチック製の外側本体、例えば、硬
質であり、かつ、薄壁を有するタイプを容易に入手できるハイポチューブ(hypotube)であ
ってもよい。
【００２７】
　第２の選択肢によれば、図５を参照すると、ドリルガイド延長部３４は、先端部１６の
頂部に取り付けられてもよい。先端部１６および当該延長部３４は、共に、実物大のドリ
ルガイドとして機能する。先端部１６に対するドリルガイド延長部３４の係合により、好
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ましくは、一定の内径が連続している通路がドリルガイド延長部３４および先端部１６の
内部を貫通して設けられる。そのためには、ドリルガイド延長部３４の端部３６には、好
ましくは、段差を設けて、先端部１６の上部３０に適合させる。外科医は、ドリルガイド
延長部３４および先端部１６を通じてドリル加工を行うことにより、選択された長さのペ
グ用のドリル加工孔の深度を測定するための定規および／または計測器と併せて使用でき
、より長いガイドを活用することができる。ドリル加工後に、ドリルガイド延長部３４お
よび先端部１６は、骨プレート１０から取り外されるが、ドリルガイド延長部３４は先端
部１６の取外し用の工具として機能してもよい。実際には、先端部１６の上部３０の先細
り部は、回転係合を許容するドリルガイド延長部３４による軸方向の摩擦係合の手段を提
供する。一旦、骨プレート１０から取り外されると、先端部１６は、その後、手でドリル
ガイド延長部３４側へ引っ張られるか、あるいは手が触れることなく、容器内に配されて
もよい。
【００２８】
　外科セット内には、先端部１６が取り外されるときに、数をカウントされる先端部１６
を収集する、すなわち、骨プレートから分離されたすべての先端部１６が手術部位から取
り外されるのを保証する手段が設けられることが望ましい。先端部の収集を容易にするた
めに、ドリルガイドの先端部が非常に目立つ色、例えば緑色または青色を有することが望
ましい。先端部が金属製である場合には、望ましくは、チタンまたはアルミニウムで成形
し、かつ、患部および骨プレートの背景と対照的な鮮やか色に陽極酸化させてもよい。専
用の容器が設けられてもよく、あるいはネジ孔を有するダミーのプレートが、先端部を当
該ネジ孔に取り付けるために、使用されてもよい。
【００２９】
　ドリルガイド延長部を用いずに、先端部１６を通じて行うドリル加工に関して、先端部
１６内の遊びを低減させるために、望ましくは、円筒状のドリル用錐を修正する、例えば
、捻れ部分を短くし、および／または長くしてもよい。
【００３０】
　先端部およびドリルガイド延長部の他の実施の形態が提供されてもよい。例えば、図６
および図７を参照すると、先端部１１６は、外部が螺旋形状、または、トルクの伝達を容
易にすることになる、あらゆる非円形の外部断面形状となっている上部１３０を有しても
よい。骨プレートから先端部を取り外すためには、外科医は、ドリルガイド延長部を回転
させ、先端部の螺合を解除する。
【００３１】
　ここで、図８および図９を参照すると、この発明の他の実施の形態によれば、先端部２
１６は、当該先端部２１６の本体２３０上の一つまたはそれ以上の側方突起部２４０と、
この側方突起部２４０に対応する延長部２３４内の「鍵型スロット」２４２とによって、
延長部２３４に連結されてもよい。
【００３２】
　図１０を参照すると、この発明のさらに他の実施の形態によれば、先端部３１６は、当
該先端部３１６の円形状の内側開口部３２２に一つまたはそれ以上の角部３４４と、この
角部３４４に対応し、先端部３１６に対して摩擦による係合をなす延長部の外側角部とを
設けることによって、延長部に連結されてもよい。
【００３３】
　図１１および図１２を参照すると、この発明の他の実施の形態によれば、先端部４１６
は、半径方向に沿って切り欠かれた上部スロット４４６（例えば、１８０°または１２０
°の間隔で離間している）を含めてもよく、延長部４３４は、当該スロット４４６に対応
して、半径方向に沿って形成され、かつ、当該スロット４４６において先端部４１６と係
合するペグ４４８を有している。
【００３４】
　図１３および図１４を参照すると、先端部５１６は、以下に記述されるように、当該先
端部５１６が連結される孔５０２のネジを変形させない方法で、フラグメントプレート５
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００を屈曲させる場合にも使用できる。先端部５１６は、円筒形状であり、その内側に角
部５４４を有しており、この角部５４４により、ガイドの延長部の取外しおよび／または
連結を支援することができる。上述の変形は、他の方法でも、孔５０２が、後にネジ孔内
に螺合されるネジ頭部を備えた固定角ファスナーを収容するのを防止することができる。
フラグメントプレート５００は、一列の交互円形部５０４と、これらの円形部５０４を接
続し、当該円形部５０４より相対的に狭い幅を有するブリッジ部５０６とを有し、円形部
５０４内にネジ孔５０２が設けられているように設計することが好ましい。各ネジ孔５０
２には、ガイド先端部５１６を設けることが好ましいが、当該先端部５１６は、フラグメ
ントプレート５００の形状を左右するプレート５００の輪郭を通常、構成するのに役立ち
、かつ、骨に最もよく適合するものと認識される位置に、計画的に、事前に組み立てられ
てもよい。
【００３５】
　図１５を参照すると、二つの好適な同一形状を有する成形用工具５５０ａおよび５５０
ｂは、先端部５１６に連結できる端部を有しており、当該成形用工具は、共に、プレート
５００の輪郭を形成するのに使用される（図１３および図１４）。以下に詳述されるよう
に、工具５５０ａ、５５０ｂおよび先端部５１６は、骨上に直接、位置決めされるような
輪郭のプレート５００を形成することができる。各工具は、成形用工具５５０ａにおいて
は、ハンドル部５５２ａと、ガイド先端部５１６内に少なくとも部分的に挿入される第１
端部５５４ａおよび第２端部５５６ａとを有している。第１端部５５４ａは、好適には軸
方向に延在し（あるいは、少なくともハンドル部５５２ａの縦軸ＡLに概ね平行な方向に
延在し）、かつ、ガイド先端部５１６の内径に近い寸法の外径を有するペグ部５５８ａを
有している。第２端部５５６ａには、四つのペグ部５６０ａ、５６２ａ、５６４ａおよび
５６６ａが設けられており、そのうち、二つのペグ部は、当該第２端部５５６ａの両側部
５６８ａおよび５７０ａ上に、ハンドル部５５２ａの縦軸ＡLと交差する方向に延在して
いる。当該側部の一つである側部５６８ａでは、最も端に位置するペグ部５６０ａがガイ
ド先端部５１６の内径に近い寸法の外径を有しており、当該ペグ部５６０ａより内側のペ
グ部５６２ａが階段状に外径が小さくなっている頭部５７２ａを有しており、これに対し
て、第２端部５５６ａの反対側の側部５７０ａでは、最も端に位置するペグ部５６４ａが
階段状に外径が小さくなっている頭部５７４ａを有しており、当該ペグ部５６４ａより内
側のペグ部５６６ａがガイド先端部５１６の内径に近い寸法の外径を有している。すべて
のペグ部は、概ね円筒状であるのが好ましいが、多角形または僅かに先細り形状であって
もよい。
【００３６】
　以下に記述されるように、成形用工具５５０ａおよび５５０ｂは、ガイド先端部５１６
においてフラグメントプレートに連結されて、トルク、横方向の屈曲力および縦方向の屈
曲力を印加して当該フラグメントプレートの輪郭を形成することができる。上述の成形用
工具は、プレートの成形を局所的に制御するために、隣接のガイド先端部に連結されるこ
とが好ましい。次いで、当該プレートは、当該プレートの隣接部分が必要に応じて順次成
形されるような、ひと続きの成形ステップを通じて成形される。さらに、当該成形ステッ
プのすべては、以下に記述されるように、プレートが骨上に位置決めされた状態で、実行
されてもよい。
【００３７】
　図１６を参照すると、トルクをプレートに印加してプレートに捻れを生じさせるために
、成形用工具５５０ａおよび５５０ｂの第１端部５５４ａおよび５５４ｂに設けられたペ
グ部５５８ａおよび５５８ｂ（図１５）は、好ましくは、隣接するガイド先端部５１６ａ
および５１６ｂ内に挿入されている。次いで、成形用工具５５０ａおよび５５０ｂのハン
ドル部５５２ａおよび５５２ｂは、当該工具間のプレートのブリッジ部５０６に沿ってト
ルクを印加するように、互いに横方向に押圧される。上述のようなトルクは、ネジ孔を変
形させることなく、プレート内に捻れをもたらす。
【００３８】
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　図１７および図１８を参照すると、横方向の屈曲力（すなわち、プレートの面内での屈
曲）は、ガイド先端部５１６ａおよび５１６ｂに連結され、その後に、成形用工具を操作
する成形用工具５５０ａおよび５５０ｂの第２端部５５６ａおよび５５６ｂによって印加
される。図１８を参照すると、より詳細には、成形用工具５５０ａ上では、ペグ部５６６
ａ（図１８には図示せず。図１５参照）がガイド先端部５１６ａ内に挿入され、ペグ部５
６４ａの頭部５７４ａが、成形用工具５５０ａのハンドル部５５２ａによって印加される
回転力を伝達するプレートのブリッジ部５０６ａに対する回転阻止部として、機能する。
成形用工具５５０ｂ上では、ペグ部５６６ｂ（図１８には図示せず。図１５参照）がガイ
ド先端部５１６ｂ内に挿入され、ペグ部５６４ｂの頭部５７４ｂが、成形用工具５５０ｂ
のハンドル部５５２ｂによって印加される回転力を伝達するプレートのブリッジ部５０６
ｂに対する回転阻止部として、機能する。成形用工具５５０ａおよび５５０ｂが共に操作
されるときには、その操作により生じた力がプレートにかかり、ガイド先端部が連結され
るプレートの部分５０４ａ、５０４ｂ間に配置されたブリッジ部５０６ａにおいて横方向
の屈曲が生じる。
【００３９】
　図１９を参照すると、縦方向の屈曲力は、成形用工具５５０ａの第１端部５５４ａにお
けるペグ部をガイド先端部５１６ｃ内に挿入し、かつ、第２の成形用工具５５０ｂの第１
端部５５４ｂまたは第２端部５５６ｂ（図示されている）における一つのペグ部、例えば
ペグ部５６０ｂをガイド先端部５１６ｄ内に挿入することによって、印加される。ガイド
先端部５１６ｄに連結された第２端部５５６ｂでは、そのハンドル部５５２ｂは骨に対し
て安定化される。次いで、成形用工具５５０ａのハンドル部は、二つの成形用工具間のブ
リッジ部５０４においてプレート５００を屈曲するように、操作される。
【００４０】
　成形用工具がプレートの表面下のいかなる位置にも連結されず、骨または骨接触面を干
渉する部分を一切、有さないので、プレートの成形を骨上で直接行うことができる。一つ
の操作方法では、まず、孔を、プレートの一端におけるガイド先端部を通じてドリル加工
する。次いで、ガイド先端部を取り外し、ネジ付きファスナーを、フラグメントプレート
のネジ孔を通じてドリル加工孔内に挿入して、プレートを骨に連結する。次に、成形用工
具をプレートに沿って作動させ、上述したように、最初に連結した孔から離れる方向に孔
ごとに移動させて、プレートを骨に適合させるように成形する。プレートが孔ごとに成形
されるときに、各ガイド先端部を通じて孔をドリル加工し、ガイド先端部を取り外し、ネ
ジ付きファスナーを挿入して当該プレートを骨に保持する。次に、プレートの輪郭が完全
に形成され、かつ、プレートが骨に連結されるまで、工具を、成形されるプレートに沿う
次の一群の孔に向けて移動させる。他の操作方法では、プレートがその端部において骨に
連結された後に、当該プレートは、残りの孔において骨に連結される前に、その全長部分
に沿って成形される。さらに他の操作方法では、プレートは、当該プレートがいかなるネ
ジ孔で取り付けられる前に、骨に適合させるように成形されてもよい。成形および連結の
各ステップ上で他の変更を採用できるものと認識される。
【００４１】
　この明細書および図面には、ガイド先端部が事前に組みつけられた骨プレート、このガ
イド先端部を有する骨プレートと共に使用される工具、および当該骨プレート並びに工具
を使用する方法の種々の実施の形態が記述され、かつ、図示されている。この発明の特定
の実施の形態が記述されているが、この発明が当該特定の実施の形態に限定されることを
意図するものではなく、この発明が技術分野において認められる範囲内で広く解釈され、
かつ、明細書も同様に広く解釈されることを意図するものである。したがって、背面側の
骨折部分のための掌プレートおよび細長い直線的なフラグメントプレートに関するガイド
先端部および成形用工具が図示されているが、ガイド先端部が、他の骨プレート上のネジ
孔に関連して、同様に使用されるものと正当に評価されるはずである。例えば、ガイド先
端部は、当該ガイド先端部が役立つようなすべてのプレートに関連して使用されてもよい
。さらに、成形用工具は、他の骨、例えば、鎖骨、尺骨、肘頭、顎骨、頭蓋骨などの骨折
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部固定プレートを特別に製造するのに使用されてもよく、当該プレートが事前に成形され
た平板であるか、または解剖学的構造に適合するように形成されている。さらに、角度を
固定したネジ孔を備えた橈骨側および尺側を有し、当該橈骨側および／または尺側がガイ
ド先端部を備え、かつ、成形用工具により成形可能である橈骨遠位端用のプレートは、こ
の発明の範囲内に含まれるものと考えられる。また、掌の周縁フラグメントを捕捉するた
めの成形可能なセグメント（複数のセグメント）を有する橈骨遠位端用のプレートも、こ
の発明の範囲内に含まれる。このような成形可能なセグメント（複数のセグメント）は、
当該セグメントが使用されない場合には、例えば、プレートで中断されるまで、繰り返し
屈曲することによって、プレートから取外し可能とすることは任意である。さらに、この
明細書には、ガイド先端部と挿入用／取外し用の工具との間の特定の係合と、ガイド先端
部とドリルガイド延長部との間の特定の係合が開示されているが、非破壊的な圧入、スナ
ップ嵌合、差込式ロック等を含む他の適切な係合も使用できるものと理解されるはずであ
る。また、ガイド先端部がネジ孔内に螺合される部材として記述されているが、非破壊的
な圧入、スナップ嵌合、差込式ロック等を含み、かつ、ペグ孔の軸と位置合わせされた先
端部を保持する、螺合部分を含まない組立体も使用できると正当に評価されるはずである
。成形用工具に関して、ペグ部の好適な方位が記述されているが、他の構造も、この発明
の範囲内に入る可能性がある。例えば、四つのペグ部は、その二つごとに、例えば９０°
離れた位置に配置される。さらに、各成形用工具は、その第２端部に二つのペグ部のみを
有し、これら二つのペグ部が大きな寸法のペグ部と小さな寸法のペグ部で構成された異な
る構造を有してもよい。さらに、隣接する孔内のガイド先端部に成形用工具を連結するこ
とによってプレートを成形することが好ましいが、成形可能なプレートのすべての孔にガ
イド先端部を設ける必要がないと正当に評価され、かつ、成形可能なプレートのすべての
孔にガイド先端部を設けているにもかかわらず、複数の成形用工具が当該プレートに沿っ
て比較的に大きな間隔をおいて使用されてもよいと正当に評価される。したがって、この
発明の範囲を逸脱することなく、この発明に他の変更が加えられるものと、この発明の属
する技術分野における当業者によって正当に評価されるはずである。
【００４２】
〔実施の態様〕
　以下、この発明の実施の態様を説明する。
（１）骨折部固定プレート成形キットにおいて、
　ａ）縦方向に配置された複数のネジ孔を含む、骨プレートと、
　ｂ）前記ネジ孔内に取外し可能に連結された、複数の取外し可能な管状要素と、
　ｃ）第１の成形用工具であって、
　　ハンドル部、および、
　　前記管状要素のうちの一つに係合するように、寸法設定され、かつ、成形された、端
部分、
　を有する、第１の成形用工具と、
　ｄ）第２の成形用工具であって、
　　ハンドル部、および、
　　前記管状要素のうちの他の一つに係合するように、寸法設定され、かつ、成形された
、端部分、
　を有する、第２の成形用工具と、
　を含み、
　前記第１および第２の成形用工具は、前記骨プレートを屈曲するように前記骨プレート
に手動による力を印加するために、前記管状要素に係合可能である、
　キット。
（２）実施態様（１）記載のキットにおいて、
　前記骨プレートは、骨接触面、および、前記骨接触面の反対側に位置する面を有し、
　各前記管状要素は、前記骨プレートに連結された第１の端部、および、前記第１の端部
の反対側に位置する端部を有し、
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　前記反対側に位置する端部は、前記骨プレートの前記反対側の面から約６．３５ミリメ
ートル（約０．２５インチ）以下の位置に位置決めされている、
　キット。
（３）実施態様（２）記載のキットにおいて、
　各前記管状要素の前記第１の端部は、ネジが形成された端部である、キット。
（４）実施態様（１）記載のキットにおいて、
　前記管状要素は、内径を有し、
　前記第１および第２の成形用工具のそれぞれの前記端部分は、前記管状要素内に挿入さ
れるように、前記管状要素の前記内径寸法に近い外径寸法に設定された部分を含む、
　キット。
（５）実施態様（１）記載のキットにおいて、
　前記成形用工具のうちの少なくとも一つの前記端部分は、前記成形用工具の縦軸に平行
な方向に延在するペグを含み、
　前記ペグは、前記管状要素の内径寸法に近い外径を有している、キット。
（６）実施態様（１）記載のキットにおいて、
　前記端部分は、平行に離間した二つのペグ要素を含み、
　前記ペグ要素のうちの少なくとも一つは、前記管状要素の内径寸法に近い外径寸法に設
定されている、キット。
（７）実施態様（６）記載のキットにおいて、
　前記ペグのうちの一つは、外径が階段状に小さくなっている、キット。
（８）実施態様（７）記載のキットにおいて、
　外径が階段状に小さくなった前記ペグは、前記端部分の一端に対して近接した状態で離
間している、キット。
（９）実施態様（７）記載のキットにおいて、
　外径が階段状に小さくなった前記ペグは、前記端部分の一端からより離れた状態で離間
している、キット。
（１０）実施態様（６）記載のキットにおいて、
　前記端部分は、それぞれ二つのペグを有する第１および第２のセットで配列された、四
つのペグを含み、
　前記第１のセットでは、前記ペグの一つは、外径が階段状に小さくなっており、かつ、
前記端部分の一端に対して近接した状態で離間し、
　前記第２のセットでは、前記ペグの一つは、外径が階段状に小さくなっており、かつ、
前記端部分の一端からより離れた状態で離間している、
　キット。
【００４３】
（１１）実施態様（１０）記載のキットにおいて、
　前記四つのペグは、互いに平行である、キット。
（１２）実施態様（６）記載のキットにおいて、
　前記成形用工具は、該成形用工具の縦軸に平行な方向に延在するペグを含む、他の端部
分を含む、キット。
（１３）骨折部固定プレートを屈曲させるための成形用工具において、
　ａ）手動によるてこ作用が可能な剛性のハンドル部であって、縦軸を画定する、ハンド
ル部と、
　ｂ）第１のペグ要素を有する、第１の端部と、
　ｃ）互いに平行に離間した第２および第３のペグ要素を有する、第２の端部と、
　を含み、
　前記第２のペグ要素は、前記第１のペグの外径と実質的に同一の外径を有しており、
　前記第２および第３のペグ要素の方向は、前記第１のペグ要素に対してある角度に設定
されている、
　成形用工具。
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（１４）実施態様（１３）記載の成形用工具において、
　前記第３のペグ要素は、前記第１のペグの外径より小さい外径を有する端部分を有する
ように、外径が階段状に小さくなっている、成形用工具。
（１５）実施態様（１４）記載の成形用工具において、
　前記第３のペグ要素は、前記第２のペグ要素より、前記端部分に近接した状態で離間し
ている、成形用工具。
（１６）実施態様（１４）記載の成形用工具において、
　前記第３のペグ要素は、前記第２のペグ要素より、前記端部分からより離れた状態で離
間している、成形用工具。
（１７）実施態様（１５）記載の成形用工具において、
　前記第２の端部は、第４および第５のペグ要素を含み、
　前記第４のペグ要素は、前記第１のペグの外径と実質的に同一の外径を有しており、
　前記第５のペグ要素は、端部において縮径するように外径が階段状に小さくなっており
、
　前記第２および第３のペグ要素は、前記第２の端部の一側部上に位置決めされており、
　前記第４および第５のペグ要素は、前記第２および第３のペグ要素に対して回転可能に
配置されており、
　前記第５のペグ要素は、前記第４のペグ要素より、前記第２の端部の前記端部分からよ
り離れた状態で離間している、
　成形用工具。
（１８）実施態様（１３）記載の成形用工具において、
　前記第２および第３のペグ要素は、前記第１のペグ要素を貫通する縦軸に対して交差し
ている、成形用工具。
（１９）骨上にプレートを成形する方法において、
　ａ）骨プレートを準備するステップであって、
　　前記骨プレートは、骨接触面、および、前記骨接触面の反対側に位置する上面、を有
し、かつ、複数の孔、および、前記孔内に取外し可能に組み付けられた管状要素、を有し
、
　　前記管状要素が前記孔内に組み付けられたときに、前記管状要素は、前記骨プレート
の前記上面の上に２５．４ミリメートル（１インチ）未満、延在している、
　ステップと、
　ｂ）骨上に前記骨プレートを位置決めするステップと、
　ｃ）前記骨プレートが前記骨上に配置されている間、前記骨に対して前記骨プレートを
屈曲するように前記骨プレートに力を印加するために、各前記管状要素に係合する端部を
有している、第１および第２の成形用工具を用いるステップと、
　を含む、方法。
（２０）実施態様（１８）記載の方法において、
　ｄ）前記骨上に前記骨プレートを位置決めするステップの後、ならびに、前記第１およ
び第２の成形用工具を用いるステップの前に、前記管状要素の一つを通じてドリル加工し
て前記骨内に孔を形成するステップと、
　ｅ）前記管状要素の一つを取り外して前記骨プレート内のネジ孔を露出させるステップ
と、
　ｆ）前記ネジ孔およびドリル加工孔を通してファスナーを挿入して前記骨プレートの一
部分を前記骨に固定するステップと、
　をさらに含む、方法。
【００４４】
（２１）実施態様（１９）記載の方法において、
　前記管状要素は、前記骨プレート内のネジ孔内に組み付けられる、方法。
（２２）実施態様（２１）記載の方法において、
　前記管状要素は、螺合により、前記ネジ孔内に組み付けられる、方法。
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（２３）実施態様（２０）記載の方法において、
　ｇ）前記ファスナーを挿入するステップの後に、前記第１および第２の成形用工具を用
いて、前記骨に対して前記骨プレートを屈曲させるために、前記骨プレートの他の部分に
力を印加するステップと、
　ｈ）前記管状要素の一つを通じてドリル加工して前記骨内に孔を形成するステップと、
　ｉ）前記管状要素の一つを取り外して前記骨プレート内のネジ孔を露出させるステップ
と、
　ｊ）前記ネジ孔およびドリル加工孔を通してファスナーを挿入して前記骨プレートの一
部分を前記骨に固定するステップと、
　ｋ）必要に応じて、前記ステップｇ）～前記ステップｊ）を繰り返して前記骨プレート
を前記骨に合わせて成形し、かつ、固定するステップと、
　をさらに含む、方法。
（２４）実施態様（１９）記載の方法において、
　前記第１および第２の成形用工具を用いるステップは、前記骨プレートを捻るトルクを
印加する、方法。
（２５）実施態様（１９）記載の方法において、
　前記第１および第２の成形用工具を用いるステップは、前記骨プレートに対して横方向
の屈曲力を印加する、方法。
（２６）実施態様（１９）記載の方法において、
　前記第１および第２の成形用工具を用いるステップは、前記骨プレートに対して縦方向
の屈曲力を印加する、方法。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】骨プレートと、この骨プレートに挿入されるか、または当該骨プレートから工具
で取り外されるドリルガイドの先端部とを示す斜視図である。
【図２】ドリルガイドの先端部および工具を示す分解斜視図である。
【図３】ドリルガイドの先端部およびK-ワイヤ（キルシュナー銅線）で負荷を与えられた
骨プレートを示す斜視図である。
【図４】ドリルガイドの先端部が骨プレートの底面を貫通して突出しない状態の骨プレー
トの頭部を示す正面図である。
【図５】ドリルガイドの先端部およびドリルガイド延長部を示す斜視図である。
【図６】ドリルガイドの先端部の第１の実施の形態を示す側面図である。
【図７】ドリルガイドの先端部の第１の実施の形態を示す上面図である。
【図８】ドリルガイドの先端部の第２の実施の形態を示す側面図である。
【図９】ドリルガイド延長部の一実施の形態を示す側面図である。
【図１０】ドリルガイドの先端部の第３の実施の形態を示す上面図である。
【図１１】ドリルガイドの先端部の第４の実施の形態を示す側面図である。
【図１２】図１１のドリルガイドの先端部に係合可能なドリルガイド延長部の一実施の形
態を示す底面図である。
【図１３】フラグメントプレートをドリルガイドの先端部と共に示す分解側面図である。
【図１４】図１３のフラグメントプレートおよびドリルガイドの先端部を示す分解斜視図
である。
【図１５】一式の成形用工具を示す側面図および斜視図である。
【図１６】フラグメントプレートに捻れを与える成形用工具を上方から示す斜視図である
。
【図１７】フラグメントプレートに横方向の屈曲を与える成形用工具を示す斜視図である
。
【図１８】図１７と同様の状態における成形用工具の拡大図である。
【図１９】フラグメントプレートに縦方向の屈曲を与える成形用工具を示す側面図である
。
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