
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨髄内に挿入・配置されると共に開口縁部が傾斜面になるように斜め方向に指向した状
態で形成された貫通孔を備え該貫通孔内に雌ねじ部を形成した骨髄内釘と、
　上記骨髄内釘の貫通孔内に挿入され接合対象の骨に螺合されるラグスクリュと、
　上記ラグスクリュの外周側に軸方向に移動可能な状態で予め外装され抜け止め処理され
ていると共に上記貫通孔の雌ねじ部に螺合される雄ねじ部を備えたスリーブと、を具備し
、
　上記スリーブは雄ねじ部の基端側にストッパ部を備えていて、該ストッパ部が貫通孔の
開口縁部に当接することによりそれ以上の螺合が規制されるように構成されていて、
　上記ストッパ部は その径を拡大させていくよ
うなテーパ形状になっている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、大腿骨の頚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、骨髄内に骨髄内釘を挿入・配置するタイプにおいて、接合作業の作
業性の向上、接合状態の強固な維持を図ることができるように工夫したものに関する。
【０００２】
この種の骨接合装置を開示するものとして、骨髄内釘、セルフドリリング／セルフカッテ

10

20

JP 3979915 B2 2007.9.19

雄ねじ側の端から反雄ねじ側の端に向けて



ィングネジ、スリーブから構成されたものがある（例えば、特許文献１参照）。これは、
接合後に時間の経過に伴って骨が硬化していき、それによって、骨に螺合されているセル
フドリリング／セルフカッティングネジの骨髄内釘に対する位置が変化することになる。
そこで、上記スリーブを骨髄内釘に螺合・固定しておくと共に、上記セルフドリリング／
セルフカッティングネジをスリーブの内周側に移動可能な状態で配置した構成としたもの
である。このように構成することにより、上記セルフドリリング／セルフカッティングネ
ジの骨髄内釘に対する位置変化を吸収することができ、いわゆる動的な骨の接合を可能に
しているものである。
【０００３】
【特許文献１】
特開平７－３１３５２４号公報
【０００４】
【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、上記特許文献１に記載された発明の場合には、まず、骨髄内に骨髄内釘を挿入
・配置し、そこに形成された貫通孔内にネジを挿入して骨に螺合させていく。そして、上
記貫通孔とネジの隙間を埋めるようにスリーブを螺合させていくわけであるが、その作業
が面倒であるという問題があった。
又、スリーブの螺合状態が経時変化によって緩むことが懸念されていた。
【０００５】
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、骨接合作業の
作業性を向上させ、且つ、強固な接合状態を維持することを可能にする骨接合装置を提供
することにある。
【０００６】
【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による骨接合装置は、骨髄内に挿入・配置されると共
に開口縁部が傾斜面になるように斜め方向に指向した状態で形成された貫通孔を備え該貫
通孔内に雌ねじ部を形成した骨髄内釘と、上記骨髄内釘の貫通孔内に挿入され接合対象の
骨に螺合されるラグスクリュと、上記ラグスクリュの外周側に軸方向に移動可能な状態で
予め外装され抜け止め処理されていると共に上記貫通孔の雌ねじ部に螺合される雄ねじ部
を備えたスリーブと、を具備し、上記スリーブは雄ねじ部の基端側にストッパ部を備えて
いて、該ストッパ部が貫通孔の開口縁部に当接することによりそれ以上の螺合が規制され
るように構成されていて、上記ストッパ部は そ
の径を拡大させていくようなテーパ形状になっていることを特徴とするものである。
【０００７】
すなわち、本願発明による接合装置の場合には、骨髄内に挿入・配置されると共に貫通孔
を備え該貫通孔内に雌ねじ部を形成した骨髄内釘材と、上記骨髄内釘の貫通孔内に挿入さ
れ接合対象の骨に螺合されるラグスクリュと、上記ラグスクリュの外周側に予め外装され
て軸方向に移動可能な状態で抜け止め処理されていて貫通孔の雌ねじ部に螺合される雄ね
じ部を備えたスリーブと、を具備したものであり、つまり、ラグスクリュとスリーブとを
予め組み込んでスリーブの抜け防止処理を施したものであり、それによって、取扱が容易
になり、接合作業の容易化を図ることができるものである。
その際、スリーブを雄ねじ部の基端側にストッパ部を備えた構成とした場合には、該スト
ッパ部が骨髄内釘側の貫通孔の縁部に当接することにより、それ以上の螺合量を規制する
ことができ、それによって、スリーブの位置が自動的に規定されることになる。よって、
接合作業がさらに簡単なものとなる。
又、ストッパ部を反雄ねじ側に向けてその径を拡大させていくようなテーパ形状に形成し
た場合には、該テーパ形状部が効果的に機能してロック状態を得ることができ、スリーブ
の強固な螺合状態を提供することができる。
【０００８】
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【発明の実施の形態】
以下、図１乃至図８を参照して本発明の一実施の形態を説明する。図１、図２は大腿骨１
の頚部１ａに発生した骨折部Ａを本実施の形態による骨接合装置３によって接合しようと
する様子を順番に示した図である。
【０００９】
以下、上記骨接合装置３の構成を詳細に説明していく。
まず、大腿骨１の骨髄内に挿入・固定される骨髄内釘５があり、この骨髄内釘５は、基端
側（図１中上部）を大径部７とし、先端側（図１中下部）を小径部９としている。上記大
径部７の上端部には、図７にも示すように、凹部１１が形成されていて、この凹部１１に
は雌ねじ部１３が形成されている。又、図３、図４、図７に示すように、上記大径部７の
上端部には１８０°の位置に切欠部１５、１７が形成されている。これら両切欠部１５、
１７には図示しないピン状冶具が嵌め込まれることになり、それによって、骨髄内釘５の
不用意な回転を規制するものである。
【００１０】
上記大径部７には、貫通孔１９と２１が軸方向に所定の間隔を存した状態で、且つ、斜め
（例えば、貫通孔釘５との角度が１３５°）に指向した状態で穿孔されている。上記貫通
孔１９には固定ねじ部材３６が貫通・配置され、大腿骨１の頚部１ａに螺合されることに
なる。又、上記貫通孔２１内には、図３及び図４に示すように、雌ねじ部２３が形成され
ている。又、骨髄内釘５の小径部９には、図３及び図４に示すように、溝２５、２７が１
８０°の位置に対向するように形成されている。これら両溝２５、２７の縁部が大腿骨１
に食い込むことなり、それによって、骨髄内釘５の不用意な回転を規制するものである。
又、これら溝２５、２７には軸方向の所定個所に貫通孔２９、３１が穿孔されている。こ
れら貫通孔２９、３１内には、図１及び図２に示すように、固定ねじ部材３３、３５が貫
通・配置されて、大腿骨１に螺合されることになる。
【００１１】
上記貫通孔２１内には接合用ねじ具３７が貫通・配置されている。上記接合用ねじ具３７
は、図６にも示すように、ラグスクリュ３９と、このラグスクリュ３９の基部に固着され
た端部材４１と、上記ラグスクリュ３９の外周側に移動可能に外装されたスリーブ４３と
から構成されている。これらラグスクリュ３９、端部材４１、スリーブ４３は予め組み込
まれて一体化されている。すなわち、端部材４１をラグスクリュ３９の基部に圧入・固定
する前に、ラグスクリュ３９にスリーブ４３を外装する。次に、ラグスクリュ３９の基部
に端部材４１を圧入・固定する。これによって、スリーブ４３のラグスクリュ３９からの
抜けは防止され一体化されることになる。
【００１２】
上記ラグスクリュ３９は、中空状をなしていて、先端部に雄ねじ部４５を備えている。又
、この雄ねじ部４５のねじ山部４７には複数個の切欠部４９が形成されていて、タップ機
能が付与されている。つまり、図示しない工具によって回転されることにより、自身で大
腿骨１の頚部１ａにねじ切りを施しながらそこに螺合していくものである。又、上記ラグ
スクリュ３９の上記雄ねじ部４５の反対側の端部には、既に説明したように、端部材４１
が圧入・固定されている。
【００１３】
その構成を詳しく説明すると、図８に示すように、ラグスクリュ３９の端部はその外形が
六角形に形成されている。一方、端部材４１の内径も六角形となっており、端部材４１の
内径部をラグスクリュ３９の外形部に圧入して固定しているものである。又、ラグスクリ
ュ３９の端部の内周面には雌ねじ部５７が形成されている。そこには、接合作業終了時に
図示しないコンプレッションスクリュが螺合されることになり、それによって、ラグスク
リュ３９ひいては骨折下側の頚部１ａ  を引っ張って骨折部Ａを密着させるものである。
又、上記端部材４１の六角形の内径部には図示しない六角レンチが差し込まれ、それによ
って、ラグスクリュ３９の螺合が行われる。又、スリーブ４３の内径部も六角形に形成さ
れており、そこにも図示しない六角レンチが差し込まれ、それによって、スリーブ４３の
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螺合が行われることになる。
【００１４】
又、上記スリーブ４３であるが、図６にも示すように、雄ねじ部５３と、ストッパ部５５
とから構成されている。上記雄ねじ部５３は軸部３の貫通孔２１内に形成された雌ねじ部
２３に螺合することになる。又、ストッパ部５５は貫通孔２１の縁部に当接して、スリー
ブ４３のそれ以上の螺合を規制する機能を発揮するものである。又、上記ストッパ部５５
は、その外径が反雄ねじ部５３方向に向けて徐々に拡大されるようなテーパ形状に形成さ
れている。このテーパ形状部の機能によって、スリーブ４３を雌ねじ部２３に螺合させて
いくときに、所望のロック状態、すなわち、テープ形状部が効果的に食い込んで、スリー
ブ４３の雌ねじ部２３に対する強固な螺合状態を提供するものである。
【００１５】
以上の構成を基にその作用を説明する。
まず、接合用ねじ具３７を予め用意しておく。すなわち、ラグスクリュ３９にスリーブ４
３を外装し、その状態でラグスクリュ３９の端部に端部材４１を圧入・固定する。これに
よって、スリーブ４３の抜けを防止した状態の接合用ねじ具３７を得ることができる。
【００１６】
次に、大腿骨１の髄管内に骨髄内釘５を挿入・配置する。次に、上記接合用ねじ具３７の
ラグスクリュ３９を上記骨髄内釘４１の貫通孔２１内に挿入していくと共に大腿骨１の頚
部１ａに予め形成されている図示しない雌ねじ部に螺合させていく。その際、スリーブ４
３は貫通孔２１の雌ねじ部２３に螺合されることになり、ストッパ部５５が貫通孔２１の
縁部に当接したところでそれ以上の螺合が規制される。その状態を示すのが図１である。
【００１７】
次に、図１に示す状態からラグスクリュ３９をさらに大腿骨１の頚部１ａ側に螺合させて
いく。このときには、ラグスクリュ３９の雄ねじ部４５のねじ山部４７に形成された複数
個の切欠部４９によってタップ機能が発揮され、つまり、自身でねじ切りを行いながらそ
こに螺合していくものである。そして、図２に示すような状態になる。
【００１８】
後は、図示しないコンプレッションスクリュをラグスクリュ３９の基部側に螺合させるこ
とにより、ラグスクリュ３９ひいては頚部１ａの骨折側を大腿骨１側に引っ張って骨折部
を接合する。
【００１９】
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、接合用ねじ具３７を構成するラグスクリュ３９と、端部材４１と、スリーブ４３と
が予め一体化されていて、スリーブ４３のラグスクリュ３９からの抜けが防止されるよう
に構成されているので、接合作業時の取扱が容易であり、それによって、接合作業に要す
る時間を短縮させることができる。
又、スリーブ４３はストッパ部５５を備えた構成になっており、該ストッパ部５５によっ
てスリーブ４３の螺合量を一定量に規制しているので、スリーブ４３の位置は自動的に決
定され、それによっても接合作業時の作業性を向上させて時間を短縮させることができる
ものである。
又、ストッパ部５５はテーパ形状に形成されているので、スリーブ４３を雌ねじ部２３に
螺合させて、ストッパ部５５が骨髄内釘５の貫通孔２１の縁部に当接したとき、テーパ形
状部の食い込みにより強固な螺合状態を売ることができ、又、その後の不用意な緩みを防
止することができる。
【００２０】
尚、本発明は前記一実施の形態に限定されるものではない。
前記一実施の形態では、大腿骨の頚部に骨折が発生し、その骨折部を接合する場合を例に
挙げて説明しているが、それに限定されるものではなく、様々な骨折部の接合に使用する
ことができる。
又、前記一実施の形態の場合には、ラグスクリュとスリーブからなる接合ねじ具が一組の
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場合を例に挙げて説明しているが、それが二組以上であってもよい。
その他図示した構成はあくまで一例である。
【００２１】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明による骨接合装置によると、まず、接合用ねじ具を構成するラ
グスクリュスリーブとが予め一体化されていて、スリーブのラグスクリュからの抜けが防
止されるように構成されているので、接合作業時の取扱が容易であり、それによって、接
合作業に要する時間を短縮させることができる。
又、スリーブがストッパ部を備えた構成とした場合には、該ストッパ部によってスリーブ
の螺合量を一定量に規制しているので、スリーブの位置は自動的に決定され、それによっ
ても接合作業時の作業性を向上させて時間を短縮させることができるものである。
又、ストッパ部を反雄ねじ側に向けてその径を拡大させていくようなテーパ形状に形成し
た場合には、該テーパ形状部が効果的に機能してロック状態を得ることができ、スリーブ
の強固な螺合状態を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態を示す図で、骨接合装置の構成を示す正面図である。
【図２】本発明の一実施の形態を示す図で、骨接合装置のラグスクリュを螺合させた状態
を示す正面図である。
【図３】本発明の一実施の形態を示す図で、骨髄内釘の正面図である。
【図４】本発明の一実施の形態を示す図で、骨髄内釘の背面図である。
【図５】本発明の一実施の形態を示す図で、骨髄内釘の側面図である。
【図６】本発明の一実施の形態を示す図で、接合用ねじ具の正面図である。
【図７】本発明の一実施の形態を示す図で、図５のＶＩＩ－ＶＩＩ矢視図である。
【図８】本発明の一実施の形態を示す図で、図６のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ矢視図である。
【符号の説明】
１　大腿骨
１ａ　大腿骨の頚部
３　骨接合装置
５　骨髄内釘
７　大径部
９　小径部
２１　貫通孔
２３　雌ねじ部
３７　接合ねじ具
３９　ラグスクリュ
４１　端部材
４３　スリーブ
５３　雄ねじ部
５５　ストッパ部
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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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