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(57)【要約】
【課題】骨片を切削及び集める装置及び方法。
【解決手段】装置は、開口を有する容器を有する。使用
時、切削工具によって生じた骨片が容器により受けられ
るように、容器の開口は切削工具に対して配置されてい
る。容器の開口は、切削工具の寸法に対応する寸法を有
することができる。容器は、切削工具の外周部を超えて
延在しないように形成することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口を有する容器を備え、前記容器の開口は、使用中、切削工具により生じた骨片が前
記容器により受けられるように、切削工具に対して配置されている骨片収集装置。
【請求項２】
　前記容器の開口は、切削工具の寸法に対応する寸法を有している請求項１に記載の装置
。
【請求項３】
　前記容器は、前記切削工具の外周部に適合する外周部を有している請求項１または２に
記載の装置。
【請求項４】
　前記切削工具は実質的に円形の外周囲を有し且つ前記容器は実質的に円形の外周囲を有
し、かつ、前記容器の外周部の直径は、前記切削工具の外周部の直径と実質的に同じであ
る請求項１～３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記切削工具は、外周部を有し、且つ、前記容器は、前記切削工具の外周部を超えて延
在しないように形成されている請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記容器の直径は、前記切削工具の直径を超えて延在しない請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記容器の直径は、前記切削工具の直径と実質的に同じか又は小さい請求項５または６
に記載の装置。
【請求項８】
　前記容器は前記切削工具に固定して取り付けられている請求項１～７のいずれか一項に
記載の装置。
【請求項９】
　前記容器は、前記切削工具に反転して取り付けられている請求項１～７のいずれか一項
に記載の装置。
【請求項１０】
　前記容器は、第一端部が閉口され且つ第二端部が開口された円筒体である請求項１～９
のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　前記切削工具は切削面及び駆動軸を有し、かつ、前記容器は前記切削面と前記駆動軸と
の間に配置されている請求項１～１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記切削工具は、近位面、遠位切削面、及び駆動軸を有し、かつ、前記容器は、前記近
位面と前記駆動軸との間に配置されている請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記切削面の近位面及び遠位面は、少なくとも一つの導管を備え、前記導管は、骨が前
記切削工具を通して前記遠位切削面から前記容器へ前記導管又は各導管を介して移動でき
るように配置されている請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　少なくとも一の導管が、前記切削工具の遠位面に、切削面を形成している請求項１３に
記載の装置。
【請求項１５】
　前記切削工具は、リーマである請求項１～１４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記容器の開口は、前記リーマの近位面の周辺端部と結合するように形成されている請
求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
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　前記リーマは、面取りカッターである請求項１５または１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記リーマは、倣いカッターである請求項１５または１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記切削工具は、スリーブカッターである請求項１～１４のいずれか一項に記載の装置
。
【請求項２０】
　前記容器の開口は、前記スリーブカッターの近位端の周辺端部と結合するように形成さ
れている、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記容器は切削面に固定して取り付けられている請求項１４～２０のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項２２】
　前記容器は切削面及び駆動軸に固定して取り付けられている請求項１４～２０のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項２３】
　前記容器は少なくとも一つの切削面及び駆動軸に切り離し可能に取り付けられている請
求項１４～２０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２４】
　前記容器は、さらに、前記容器から骨片を除去する第二開口を備えている請求項１～２
３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２５】
　請求項１～２４のいずれか一項に記載の容器を備えると共に、請求項１～２４のいずれ
か一項に記載の切削工具を複数備え、前記切削工具はサイズが異なる、パーツのキット。
【請求項２６】
　遠位面及び近位面を有する切削部を備え、前記遠位面が少なくとも一つの切削手段を有
し、
　また、使用中、前記切削部により生じた骨片が容器により受けられるように、前記切削
部の近位面に対して配置された容器を備えた骨切削装置。
【請求項２７】
　前記切削部は、少なくとも一つの導管を備え、前記導管は、骨が前記切削部を通して前
記遠位面から前記容器へ前記導管又は各導管を介して移動できるように配置されている請
求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　少なくとも一つの導管が、前記切削部の遠位面に、切削手段を形成している請求項２７
に記載の装置。
【請求項２９】
　実質的に、図面を参照して本明細書で説明されている装置。
【請求項３０】
　切削工具を提供する工程と、
　開口を有する容器を提供する工程と、
　使用中、前記切削工具により生じた骨片が前記開口を介して前記容器により受けられる
ように、前記容器を前記切削工具に対して配置する工程と、
　骨を前記切削工具で切削して前記容器内に骨片を集める工程と、
　を備えた骨切削方法。
【請求項３１】
　容器、並びに、請求項１～２５及び２９のいずれか一項に記載の切削工具を提供する工
程と、
　前記切削工具を骨と係合する工程と、
　前記骨を切削して前記容器内に骨片を集める工程と、
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　を備えた骨切削方法。
【請求項３２】
　請求項２６～２９のいずれか一項に記載の骨切削装置を提供する工程と、
　切削部を骨と係合する工程と、
　前記骨を切削して容器内に骨片を集める工程と、
　を備えた骨切削方法。
【請求項３３】
　実質的に、図面を参照して本明細書で説明されている方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は医療装置に関し、詳しくは、外科手術中に生じた身体的物質を集める装置に関
する。本発明にかかる装置は、骨の切削中に生じた破片を集めることができる。
【背景技術】
【０００２】
　整形外科手術中、骨および軟骨からの破片が、骨を整えるのに使用される機器、例えば
リーマなどの切削工具などにより生じる。例えば、股関節に新しい表面をつける手術中、
骨片は、大腿骨を所望の寸法に整えるのに使用される機器から生じる。大腿骨に新しい表
面をつける処置は、大腿骨のリーミング及び中心決めされたステム穴の掘削を含む。これ
らの処置は、周囲組織に広く分散した骨片をかなりの量、生じる。チャンバーカッターを
使用すると、多量の破片が生じる。
【０００３】
　骨片は、いくつもの理由から、手術部位において問題になる。破片は、手術部位に対す
る外科医の視界を遮ることがあり、それは、手術に影響することがある。破片はまた、手
術機器の操作に影響することがあり、例えば、可動部分に巻き込まれることによるもので
ある。手術中、創傷を清潔に保つことも重要である。骨片は、異所性骨化につながること
がある。中等度から重度の異所性骨化は、置換手術の恩恵をなくすことがあると共に、骨
片を減らすことが異所性骨化の発生を減らすことが分かっている。
【０００４】
　手術部位に入り込む骨片の量を最小限に抑えるために、手術部位をスワブで覆うことが
知られている。例えば、大腿骨に新しい表面をつける間、寛骨臼に入り込む骨片の量を最
小限に抑えるために、大腿頸部の下方の部位はスワブを用いて一般に覆われている。しか
しながら、スワブはまた、手術部位に対する外科医の視界を遮ることがある。スワブはま
た、外科機器の操作に影響することがある。なぜなら、スワブの繊維が、可動部分、例え
ば大腿骨リーマに、巻き込まれることがあるからである。
【０００５】
　スワブの使用に加えて、すべての骨片又はスワブ繊維を除去するために、創傷は手術の
完了時に完全に洗浄する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、既知の外科的技術と関連する問題を解決する、手術部位から身体的物
質、例えば骨片などを集める装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第一の態様によれば、開口を有する容器を備え、容器の開口が、使用中、切削
工具により生じた骨片が容器により受けられるように、切削工具に対して配置されている
骨片収集装置を提供する。
【０００８】
　本発明の第二の態様によれば、開口を有する容器を備え、容器の開口は、使用中、切削
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工具により生じた骨片が容器により受けられるように、切削工具に対して配置されており
、容器の開口は、切削工具の寸法に対応する寸法を有する骨片収集装置を提供する。
【０００９】
　本発明の一部の実施形態によれば、容器は、切削工具の外周部と適合する外周部を有す
ることができる。
【００１０】
　本発明の一部の実施形態によれば、切削工具は実質的に円形の外周部を有し且つ容器は
実質的に円形の外周部を有し、切削工具の外周部の直径は、容器の外周部の直径と実質的
に同じである。
【００１１】
　本発明の第三の態様によれば、開口を有する容器を備え、使用中、切削工具により生じ
た骨片が容器により受けられるように、容器の開口が切削工具に対して配置されており、
切削工具が外周部を有し、且つ、容器が、切削工具の外周部を超えて延在しないように形
成されている、骨片収集装置を提供する。
【００１２】
　本発明の一部の実施形態によれば、容器の直径は、切削工具の直径を超えて延在しない
。
【００１３】
　本発明の一部の実施形態によれば、容器の直径は、切削工具の直径と実質的に同じか又
は小さい。
【００１４】
　本発明の第四の態様によれば、本発明の第一、第二、又は第三の態様にかかる容器を備
えると共に、本発明の第一、第二、又は第三の態様にかかる切削工具を複数備え、切削工
具はサイズが異なる、パーツのキットを提供する。
【００１５】
　パーツのキットは、モジュラーシステム提供し、モジュラーシステムにおいて、特定の
容器は、異なるサイズのさまざまな切削工具と適合する（互換性がある）。多くの容器サ
イズを備え、各容器が多くの切削工具と互換性がある、モジュラーシステムがまた提供さ
れる。例えば、容器又は各容器は、三つの異なるサイズの切削工具と互換性があるものと
することができる。
【００１６】
　本発明の第五の態様によれば、
　遠位面及び近位面を有し、遠位面が少なくとも一つの切削手段を有する切削部と、
　使用中、切削部により生じた骨片が容器により受けられるように、切削部の近位面に対
して配置された容器と、
　を備えた骨切削装置を提供する。
【００１７】
　本発明の一部の実施形態によれば、切削部は、少なくとも一つの導管を備え、導管は、
骨が切削部を通して遠位面から容器へ導管又は各導管を介して移動できるように配置され
る。
【００１８】
　本発明の一部の実施形態によれば、少なくとも一の導管は、切削部の遠位面に、切削手
段を形成している。
【００１９】
　本発明にかかる装置は、多くの利点を有する。装置は、切削工具により生じた骨を集め
る。それによって、骨片は、手術部位及び周囲組織の中にまき散らされない。したがって
、外科医は、スワブ及び徹底的な洗浄に頼る必要がない。外科医はまた、手術部位に対す
る外科医の視界が遮られることなく、手術を行うことができる。除去されなければ、可動
部分に巻き込まれてしまう骨片のリスクも、最小限に抑えられる。さらに、除去されない
場合の異所性骨化のリスクも最小限に抑えられる。
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【００２０】
　本発明にかかる装置はまた、器具類の動作中、容器が切削工具にしっかり接続されてい
るという利点を有する。したがって、容器が誤って分離状態になると共に、骨片が手術部
位に捨てられてしまうリスクがない。本発明にかかる装置により得られる、剛性があると
共にしっかりした接続は、切削装置の繰り返し動作を最適化する。
【００２１】
　本発明の実施形態は、容器の開口が切削工具の寸法に対応する寸法を有し、及び／又は
、容器が切削工具の外周部を超えて延在しないように形成されており、低侵襲外科的アプ
ローチに対して最適であるという利点を有する。そのような本発明の実施形態は、切削工
具に、最小の体積量をもたらす。それによって、低侵襲手術に対して、それらを最適化す
る。
【００２２】
　さらに、本発明の一部の実施形態によれば、装置は、適切な殺菌の後に、再利用可能で
ある。
【００２３】
　以下の特徴及び実施形態は、必要に応じて、本発明の第一、第二、第三、第四、及び第
五の態様に適用することができる。
【００２４】
　本発明の一部の実施形態によれば、装置は、切削工具に切り離し可能に取り付け可能な
容器である。
【００２５】
　本発明の一部の実施形態によれば、装置は、切削工具に固定して取り付けられる容器を
備える。
【００２６】
　切削工具は、一つ以上の切削面と、駆動軸と、を備えることができる。装置は、切削面
と駆動軸との間に配置することができる。容器及び切削工具は、一体成形として形成する
ことができる。すなわち、容器、切削面、及び駆動軸は、一体成形として形成することが
できる。
【００２７】
　容器及び切削面は、一体成形として形成することができる。駆動軸は、容器及び切削面
に取り付け可能とすることができる。
【００２８】
　切削工具は、リーマとすることができる。リーマは、面取りカッターとすることができ
る。リーマは、倣いカッターとすることができる。
【００２９】
　容器の開口は、リーマ近位面の周辺端部に結合するように、形成することができる。
【００３０】
　切削工具は、スリーブカッターとすることができる。
【００３１】
　容器の開口は、スリーブカッターの近位面の周辺端部に結合するように、形成すること
ができる。
【００３２】
　容器は、切削面に固定して取り付けることができる。
【００３３】
　容器は、切削面及び駆動軸に固定して取り付けることができる。
【００３４】
　容器は、少なくとも一つの切削面及び駆動軸に切り離し可能に取り付けることができる
。
【００３５】
　容器は、容器から骨片を除去する、第二開口又は更なる開口を備えることができる。
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【００３６】
　容器は、円筒体を備えることができる。円筒体は、開口を有する円筒体とすることがで
きる。円筒体は、一方の端部又は両方の端部で部分的に閉口している。円筒体は、第一端
部で閉口し、かつ、第二端部で開口している。
【００３７】
　円筒体は、４５～７５ｍｍの範囲内にある外径を有することができる。円筒体は、５０
～７０ｍｍの範囲内にある外形を有することができる。円筒体は、５５～６５ｍｍの範囲
内にある外形を有することができる。円筒体は、約５０ｍｍの外形を有することができる
。
【００３８】
　円筒体は、１５～５０ｍｍの範囲内にある長さ（高さ）を有することができる。円筒体
は、１５～４５ｍｍの範囲内にある長さを有することができる。円筒体は、２０～４５ｍ
ｍの範囲内にある長さを有することができる。円筒体は、２０～４０ｍｍの範囲内にある
長さを有することができる。円筒体は、２０～３５ｍｍの範囲内にある長さを有すること
ができる。円筒体は、２０～３０ｍｍの範囲内にある長さを有することができる。円筒体
は、約２５ｍｍの長さを有することができる。
【００３９】
　装置は、金属製とすることができる。装置は、金属合金製とすることができる。装置は
、チタン製とすることができる。装置は、チタン合金製とすることができる。装置は、ス
テンレス鋼製とすることができる。装置は、コバルトクロム合金製とすることができる。
【００４０】
　装置は、プラスチック製とすることができる。装置は、ポリエチレン製とすることがで
きる。装置は、ポリプロピレン製とすることができる。装置は、ポリアセタール製とする
ことができる。装置は、ポリフェニルサルフォン製とすることができる。
【００４１】
　本発明の第六の態様によれば、
　切削工具を提供する工程と、
　開口を有する容器を提供する工程と、
　使用中、切削工具により生じた骨片が開口を介して容器により受けられるように、容器
を切削工具に対して配置する工程と、
　骨を切削工具で切削して骨片を容器内に集める工程と、
　を備えた骨切削方法を提供する。
【００４２】
　本発明の第七の態様によれば、
　本発明の第一、第二、第三、又は第四の態様のいずれかにかかる容器及び切削工具を提
供する工程と、
　切削工具を骨と係合する工程と、
　骨を切削して容器内に骨片を集める工程と、
　を備えた骨切削方法を提供する。
【００４３】
　本発明の第八の態様によれば、
　本発明の第五の態様にかかる骨切削装置を提供する工程と、
　切削部を骨と係合する工程と、
　骨を切削して容器内に骨片を集める工程と、
　を備えた骨切削方法を提供する。
【００４４】
　例として、添付図面について説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の実施形態にかかる装置の分解状態を示す。
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【図２】組立状態の図１の装置を示す。
【図３】図２に示された装置の断面図である。
【図４】本発明の他の実施形態にかかる装置を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　図１～図３に示されるように、装置は、モジュール式の駆動軸（１）と、容器（２）と
、切削工具（３）と、を備え、それは、この特定の形態において、面取りカッターである
。リーマまたは切削工具の他のタイプは、本発明に基づくものである。例えば寛骨臼のリ
ーマなどのリーマとすることができる。切削工具は、スリーブカッターとすることができ
る。切削工具は、倣いカッターとすることができる。
【００４７】
　図１～３に示される実施形態において、部品（１～３）は、分離可能である。モジュラ
ー式の駆動軸（１）は、その遠位端にコネクタ（４）を有し、それは切削工具（３）の近
位端のコネクタ（５）と係合する。コネクタ（４，５）は、図１～３に示されるような、
差し込みタイプの接続の形態をとることができる。コネクタ（４）は、一つ以上のスロッ
ト（６）などを備え、かつ、コネクタ（５）は、一つ以上のペグ（７）などを備える。組
立状態では、一つ以上のスロット（６）は、一つ以上のペグ（７）を受け、このようにし
て差し込み接続を形成している。図１～３に示される実施形態において、コネクタ（４）
は四つのスロット（６）を備え、かつ、コネクタ（５）は四つのペグ（７）を備える。接
続の他のタイプ、例えばねじ接続、摩擦接続などは、また、本発明に基づくものである。
【００４８】
　容器（２）は、その遠位端に、開口（２０）を有し、それは、図３に示されるように、
切削工具（３）の裏面（近位端）にフィットし且つ該裏面を収容するように、形成されて
いる。容器（２）は、その近位端に開口（８）を有し、それは、切削工具（３）のコネク
タ（５）が、開口（８）を貫通するように形成されていると共に、容器（２）が、図２及
び図３に示されるように、駆動軸（１）と切削工具（３）との間の所定位置にロックされ
るように、コネクタ（４）と係合している。駆動軸（１）は、切削工具（３）が回転し、
骨と係合されたとき切削手段（ギザギザのある刃）（９）に骨を切削させるように、トル
クを容器（２）及び切削工具（３）に与える。図３に示されるように、骨片は、穴（１０
）を通過すると共に、切削工具（３）と容器（２）との間に形成された空間（１１）に集
められる。
【００４９】
　図４は、他の実施形態を示しており、該実施形態において、容器（１２）は、切削工具
（１３）に固定して取り付けられている。該切削工具は、この特定の形態において面取り
カッターである。容器（１２）は、切削工具（１３）の近位面の周辺端部に取り付けられ
ている。切削工具（１３）は、図１～３に示された実施形態と同様、切削工具／容器（１
２，１３）を駆動軸（図示省略）に接続するコネクタ（５）を有する。
【００５０】
　本発明にかかる装置は、切削工具から生じた骨を直接集めることにより、除去されなけ
れば、手術部位に入ってしまう骨片の量を、最小限に抑えている。装置は、手術中に、し
っかり接続されていることを確実にするために、切削工具と駆動軸とのモジュール接続の
間に取り付けられている。切削処理が完了すると、装置は取り外され、かつ、破片は捨て
られる。これは、装置及び切削工具の容易なクリーリングを可能にする。
【００５１】
　図１～図３に示された装置の使用手順は、以下の工程を備える。
１．容器（２）を、切削工具（３）裏面（近位側）の軸コネクタ（５）上に、位置決めす
る。
２．モジュラー式の駆動軸（１）のコネクタ（４）を、切削工具（３）のコネクタ（５）
に接続し、それによって、容器を所定位置に固定する。
３．駆動軸（１）を、動力工具に接続し、かつ、切削工具（３）を使用して、骨、例えば
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大腿骨頭を整える。この処理中に、容器は、生じた骨片を集めるであろう。
４．駆動軸（１）、切削工具（３）、及び容器（２）を、手術部位から取り外す。
５．容器（２）を取り外すと共に、骨片を捨てる。
【００５２】
　骨片収集と同じ原理は、寛骨臼リーマ、スリーブカッター及び倣いカッターを含むリー
マ又は切削工具の他の種類の使用に対して、容易に適用することができる。
【符号の説明】
【００５３】
　　１　駆動軸
　　２，１２　容器
　　３，１３　切削工具
　　４　コネクタ
　　５　コネクタ
　　６　スロット
　　７　ペグ
　　８　開口
　　９　切削手段
　　１０　穴
　　２０　開口

【図１】 【図２】
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