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(57)【要約】
骨要素をリーミングするためのシステム、方法、および
装置が提供される。関節、骨折、および他の癒合の癒合
、安定化、および固定のための整形外科的移植デバイス
の移植には、様々な複雑なプロセスおよび構成要素が関
与する。整形外科的移植デバイスの移植のための骨要素
のリーミングは、骨要素を物理的に安定化する補助を必
要とすることが多く、これはリーミング処置中に骨要素
の移動および／または不整合をもたらしやすい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨要素をリーミングするための安定化装置であって、
　外側スリーブと、
　内側スリーブと
を備え、
　前記外側スリーブおよび前記内側スリーブの少なくとも１つには、前記安定化装置を骨
要素に対して取り付けるための支持ロッドを受領し誘導するように作動可能な、少なくと
も１つの支持ロッド孔が含まれる、安定化装置。
【請求項２】
　前記外側スリーブは、医療処置中に軟組織を作動可能に保護するための軟組織保護要素
を備える、請求項１に記載の安定化装置。
【請求項３】
　前記外側スリーブはリーマを誘導するように作動可能である、請求項１に記載の安定化
装置。
【請求項４】
　前記外側スリーブはハンドルを備え、前記内側スリーブはハンドルを備え、前記外側ス
リーブハンドルは、内側スリーブハンドルと連動するために少なくとも１つの連動機構デ
バイスを含む、請求項１に記載の安定化装置。
【請求項５】
　前記外側スリーブは少なくとも１つのオフセットを備え、前記少なくとも１つのオフセ
ットは、前記支持ロッドを受領し誘導するように作動可能な前記少なくとも１つの支持ロ
ッド孔を備える、請求項１に記載の安定化装置。
【請求項６】
　前記内側スリーブは、医療処置中にパイロットホールを穿孔するためのパイロットホー
ルガイド部を備える、請求項１に記載の安定化装置。
【請求項７】
　前記外側スリーブは前記内側スリーブと嵌合するように作動可能であり、前記内側スリ
ーブは前記外側スリーブ内に少なくとも一部が含まれる、請求項１に記載の安定化装置。
【請求項８】
　前記外側スリーブは、前記外側スリーブの実質的に中心を通って延在する腔を備える、
請求項１に記載の安定化装置。
【請求項９】
　前記外側スリーブおよび前記内側スリーブの少なくとも１つは、放射線透過材料、非放
射線透過材料、または放射線透過材料および非放射線透過材料の組合せの少なくとも１つ
を含む、請求項１に記載の安定化装置。
【請求項１０】
　骨要素をリーミングするための安定化装置であって、
　外側スリーブであって、
　医療処置中およびリーマを誘導するために使用される軟組織を作動可能に保護するため
の軟組織保護要素と、
　内側スリーブハンドルと連動するために少なくとも１つの連動機構デバイスを有する外
側スリーブハンドルとを備える、外側スリーブと、
　医療処置中にパイロットホールを穿孔するためのパイロットホールガイド部をさらに備
える内側スリーブと
を備える、安定化装置。
【請求項１１】
　前記内側スリーブハンドルは、前記外側スリーブと連動するために少なくとも１つの連
動機構デバイスを含む、請求項１０に記載の安定化装置。
【請求項１２】
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　前記外側スリーブは少なくとも１つのオフセットをさらに備え、前記少なくとも１つの
オフセットは、前記安定化装置を骨要素に対して取り付けるための支持ロッドを受領し誘
導するように作動可能な、少なくとも１つの支持ロッド孔を有する、請求項１０に記載の
安定化装置。
【請求項１３】
　前記外側スリーブは前記内側スリーブと嵌合するように作動可能であり、前記内側スリ
ーブは前記外側スリーブ内に少なくとも一部が含まれる、請求項１０に記載の安定化装置
。
【請求項１４】
　前記外側スリーブは、前記外側スリーブの実質的に中心を通って延在する腔を備える、
請求項１０に記載の安定化装置。
【請求項１５】
　前記外側スリーブおよび前記内側スリーブの少なくとも１つは、放射線透過材料、非放
射線透過材料、または放射線透過材料および非放射線透過材料の組合せの少なくとも１つ
を含む、請求項１０に記載の安定化装置。
【請求項１６】
　骨要素をリーミングするための安定化装置であって、
　外側スリーブと、
　前記外側スリーブの実質的に中心を通って延在する腔と、
　パイロットホールガイド部を含む内側スリーブと
を備え、
　前記外側スリーブおよび前記内側スリーブの少なくとも１つは、前記安定化装置を骨要
素に対して取り付けるための支持ロッドを受領し誘導するように作動可能な、少なくとも
１つの支持ロッド孔を含む、安定化装置。
【請求項１７】
　前記支持ロッドは、第１の骨要素を通り第２の骨要素の中に延在するように作動可能で
ある、請求項１６に記載の安定化装置。
【請求項１８】
　前記外側スリーブおよび前記内側スリーブの少なくとも１つは、放射線透過材料、非放
射線透過材料、または放射線透過材料および非放射線透過材料の組合せの少なくとも１つ
を含む、請求項１６に記載の安定化装置。
【請求項１９】
　前記外側スリーブは、医療処置中に軟組織を作動可能に保護するための軟組織保護要素
を備える、請求項１６に記載の安定化装置。
【請求項２０】
　前記外側スリーブはハンドルを備え、前記内側スリーブはハンドルを備え、前記外側ス
リーブハンドルは、内側スリーブハンドルと連動するために少なくとも１つの連動機構デ
バイスを含む、請求項１６に記載の安定化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１３年２月２８日に出願された米国特許仮出願第６１／７７０，４１０
号、および２０１３年１２月５日に出願された米国特許仮出願第６１／９１２，５４７号
の優先権を主張し、各出願はその全体が参照によって本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　関節、骨折、および他の癒合の癒合、安定化、および固定のための整形外科的移植デバ
イスの移植には、様々な複雑なプロセスおよび構成要素が関与する。整形外科的移植デバ
イスの移植のための骨要素のリーミングは、骨要素を物理的に安定化する補助を必要とす
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ることが多く、これはリーミング処置中に骨要素の移動および／または不整合をもたらし
やすい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　骨要素をリーミングするためのより安定し正確なシステム、方法、および装置が必要と
されている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態では、骨要素をリーミングするための安定化装置が提供され、安定化装置は
、外側スリーブと内側スリーブとを備え、外側スリーブおよび内側スリーブの少なくとも
１つには、安定化装置を骨要素に対して取り付けるための支持ロッドを受領し誘導するよ
うに作動可能な、少なくとも１つの支持ロッド孔が含まれる。
【０００５】
　別の実施形態では、骨要素をリーミングするための安定化装置が提供され、安定化装置
は、外側スリーブであって、医療処置中に軟組織を作動可能に保護するための軟組織保護
要素を備え、リーマを誘導するために使用され、内側スリーブハンドルと連動する少なく
とも１つの連動機構デバイスをもつ外側スリーブハンドルを備える外側スリーブと、内側
スリーブであって、医療処置中にパイロットホールを穿孔するためのパイロットホールガ
イド部をさらに備える内側スリーブとを備える。
【０００６】
　別の実施形態では、骨要素をリーミングするための安定化装置は、外側スリーブと、外
側スリーブの実質的に中心を通って延在する腔と、パイロットホールガイド部を含む内側
スリーブとを備え、外側スリーブおよび内側スリーブの少なくとも１つには、安定化装置
を骨要素に対して取り付けるための支持ロッドを受領し誘導するように作動可能な、少な
くとも１つの支持ロッド孔が含まれる。
【０００７】
　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成する添付図面は、様々な例示的装置、シ
ステム、および方法を示し、様々な例示的実施形態を説明するために使用されるに過ぎな
い。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】安定化装置の例示的構成を示す図である。
【図２】安定化装置の例示的構成の前面図である。
【図３】安定化装置の内側スリーブの例示的構成を示す図である。
【図４】安定化装置の外側スリーブの例示的構成を示す図である。
【図５】使用中の安定化装置の例示的構成を示す図である。
【図６】骨要素の圧縮をもたらすためのシステムを示す図である。
【図７】安定化装置の例示的構成を示す図である。
【図８】安定化装置の例示的構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１は安定化装置１００の例示的構成を示す。安定化装置１００は外側スリーブ１０２
を備えてもよく、内側スリーブ１０４は外側スリーブ１０２を通って延在してもよい。ま
た安定化装置１００は１つまたは複数の支持ロッド孔１０８を含む１つまたは複数の支持
ロッド孔オフセット１３８を備えてもよい。支持ロッド１１０は、医療処置のために安定
化装置１００を使用する前、または使用中に安定化装置１００を固定するために支持ロッ
ド孔１０８を通って誘導されてもよい。
【００１０】
　また安定化装置１００の外側スリーブ１０２および内側スリーブ１０４は、内側スリー
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ブ１０４を外側スリーブ１０２と連動させるように構成された少なくとも１つの連動機構
デバイスを備えてもよく、これは連動外側スリーブハンドル１１２および連動内側スリー
ブハンドル１２２であってもよいので、内側スリーブ１０４を連動ハンドル１１２および
１２２を介して使用する際に、内側スリーブ１０４は外側スリーブ１０２に選択的に固定
されてもよい。
【００１１】
　安定化装置１００は、１つまたは複数の骨要素を通る穴をリーミングするために、１つ
または複数の骨要素を特定の所望の配向に維持するように構成されてもよい。安定化装置
１００は、１つまたは複数の骨要素を通る整形外科的移植デバイスの移植のために、１つ
または複数の骨要素を特定の所望の配向に維持するように構成されてもよい。一実施形態
では、安定化装置１００は、骨要素の間に圧縮をもたらすための装置を挿入するための関
節を作成する、１つまたは複数の骨要素を通る穴をリーミングするために、該１つまたは
複数の関節を特定の所望の配向に維持するように構成される。
【００１２】
　外側スリーブ１０２は、軟組織保護要素１０６の周囲に配置された、１つまたは複数の
支持ロッド孔オフセット１３８を通って長手方向に延在する一連の支持ロッド孔１０８を
有する、実質的に円筒形の軟組織保護要素１０６を備えてもよい。支持ロッド孔１０８は
、あらゆる支持ロッド１１０または外側スリーブ１０２を通る同様の固定デバイスを通過
させることができる。外側スリーブ１０２は、外側スリーブ１０２の実質的に円筒形の軟
組織保護要素１０６内に含まれる、内側スリーブ１０４のパイロットホールガイド部１１
８を有する内側スリーブ１０４と作動可能に嵌合する。内側スリーブ１０４は外側スリー
ブ１０２内に少なくとも部分的に含まれてもよい。
【００１３】
　内側スリーブ１０４は、中心パイロットホール孔１２０を有するパイロットホールガイ
ド部１１８を備えてもよい。安定化装置１００の外側スリーブ１０２が１つまたは複数の
支持ロッド１１０により医療処置中に本体領域に実質的に固定されるとき、医療処置中に
本体領域に対して内側スリーブ１０４の軸方向運動、横方向運動、および回転運動の少な
くとも１つを防止するために、連動外側スリーブハンドル１１２および連動内側スリーブ
ハンドル１２２を連動させるように、内側スリーブ１０４のパイロットホール孔１２０を
有するパイロットホールガイド部１１８を、外側スリーブ１０２の軟組織保護要素１０６
の中に挿入し回転させてもよい。
【００１４】
　パイロットホールガイド部１１８およびパイロットホール孔１２０を使用して、１つま
たは複数の骨要素を通るパイロットホールを穿孔してもよい。一実施形態では、パイロッ
トホール孔１２０を使用して、骨のリーミング処置の前にパイロットホールを穿孔しても
よい。別の実施形態では、パイロットホールガイド部１１８およびパイロットホール孔１
２０の大きさ、形状、およびジオメトリは、医療処置、骨の大きさ、および骨のリーミン
グの場所に基づいて変化してもよい。
【００１５】
　支持ロッド１１０のための支持ロッド孔１０８を、支持ロッド孔オフセット１３８によ
り外側スリーブ１０２の両側にオフセットしてもよい。支持ロッド孔オフセット１３８の
大きさ、形状、およびジオメトリを変えて、１つまたは複数の支持ロッド孔１０８の場所
を変えてもよい。一実施形態では、支持ロッド孔１０８を医療処置に従ってオフセットし
てもよい。別の実施形態では、支持ロッド孔１０８を骨の大きさに従ってオフセットして
もよい。別の実施形態では、支持ロッド孔１０８を骨の場所に従ってオフセットしてもよ
い。一実施形態では、支持ロッド１１０に対する２つ以上の支持ロッド孔１０８を、軟組
織保護要素１０６に対して実質的に反対に約１８０度配向してもよい。別の実施形態では
、安定化装置１００は、支持ロッド１１０に対して３つ以上の支持ロッド孔１０８を備え
、支持ロッド孔１０８を軟組織保護要素１０６を中心に実質的に均一に分散させてもよい
。すなわち３つの支持ロッド孔１０８は軟組織保護要素１０６に対して約１２０度に配向
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されてもよいが、４つの支持ロッド孔１０８は軟組織保護要素１０６に対して約９０度に
配向されてもよく、以下同様である。
【００１６】
　一実施形態では、１つまたは複数の支持ロッド１１０は、支持ロッド１１０が回転する
と骨要素を通るチャネルを生成するように構成された切断先端部を備える。別の実施形態
では、１つまたは複数の支持ロッド１１０は、骨要素を通るチャネルをドリルビットで穿
孔した後挿入されるように構成される。骨要素を通るチャネルをドリルビットで穿孔する
のに、穿孔ガイドとして支持ロッド孔１０８を使用してもよい。別の実施形態では、１つ
または複数の支持ロッド１１０は、軸力で駆動されると骨要素を通るチャネルを生成する
ように構成された尖端を備える。一実施形態では、支持ロッド１１０は１つまたは複数の
骨要素の中に穿孔するために螺合されてもよい。
【００１７】
　外側スリーブ１０２は、リーミングされる骨要素の部位に隣接した軟組織、または骨要
素の部位の周囲の軟組織を保護するために、軟組織保護要素１０６を使用してもよい。例
えば軟組織保護要素１０６は、安定化装置１００の使用中に皮膚、筋肉、靭帯、軟骨、骨
、脂肪、またはあらゆる組織の少なくとも１つがパイロットホールドリルビットまたは骨
をリーミングするドリルビットに接触しないように、またはパイロットホールドリルビッ
トまたは骨をリーミングするドリルビットにより損傷を受けないように保護してもよい。
一実施形態では、パイロットホールガイド部１１８およびパイロットホール孔１２０を使
用してパイロットホールを穿孔した後、内側スリーブ１０４を医療処置中に外側スリーブ
１０２から取り外すように、内側スリーブ１０４を外側スリーブ１０２に対して回転させ
て、内側スリーブ１０４を外側スリーブ１０２からロック解除してもよい。別の実施形態
では、医療処置中にパイロットホールガイド部１１８およびパイロットホール孔１２０を
使用してパイロットホールを穿孔した後、内側スリーブ１０４を外側スリーブ１０２から
取り外し、穿孔されたパイロットホールと連結した軟組織保護要素１０６を使用して１つ
または複数の骨要素のより大きい直径部をリーミングする。一実施形態では、軟組織保護
要素１０６の内径は骨の中に挿入される骨移植の外径に基づいて変化し、それに応じてパ
イロットホールガイド部１１８の大きさが比例して変化して、パイロットホールガイド部
１１８が軟組織保護要素１０６内にぴたりと嵌合するはずである。
【００１８】
　安定化装置１００の内側スリーブ１０４および外側スリーブ１０２は、それぞれ連動内
側スリーブハンドル１２２および連動外側スリーブハンドル１１２などの連動機構デバイ
スを備えてもよい。連動内側スリーブハンドル１２２は機械的停止部１２４を備えてもよ
く、機械的停止部１２４は連動外側スリーブハンドル１１２の機械的停止部１１４に対応
して、連動内側スリーブハンドル１２２および連動外側スリーブハンドル１１２の回転を
互いに対して制限し、ひいてはロッキング位置を画定する。連動内側スリーブハンドル１
２２は機械的停止部１２６、例えば上層部も備えてもよく、または代わりに備えてもよく
、機械的停止部１２６は機械的停止部１１６、例えば下層部に対応して、ロッキング位置
にあるときに内側スリーブ１０４の外側スリーブ１０２からの除去を制限する。
【００１９】
　外側スリーブ１０２、内側スリーブ１０４、および支持ロッド１１０のいずれも、１つ
または複数の金属、合金、複合材料、高分子、または別の有機物質もしくは生体適合性物
質を含む、あらゆる様々な材料を含んでもよい。一実施形態では、外側スリーブ１０２、
内側スリーブ１０４、および支持ロッド１１０のいずれも、放射線透過材料（ｒａｄｉｏ
　ｔｒａｎｓｌｕｃｅｎｔまたはｒａｄｉｏｌｕｃｅｎｔ）、非放射線透過材料（ｎｏｎ
－ｒａｄｉｏ　ｔｒａｎｓｌｕｃｅｎｔまたはnonｒａｄｉｏｌｕｃｅｎｔ）、または放
射線透過材料および非放射線透過材料の組合せを含む。外側スリーブ１０２および／また
は軟組織保護要素は、軟組織とのその接触効果を最小にするように構成された実質的な弾
性材料を備えてもよい。
【００２０】
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　一実施形態では、安定化装置１００を使用して固定される骨要素の中に最初のパイロッ
トホールを配置する一方で、軟組織を保護し、ならびに骨要素の位置を維持し、１つまた
は複数の骨要素をリーミング中にリーマを誘導して整形外科的移植デバイスを受容しても
よい。
【００２１】
　一実施形態では、外側スリーブ１０２は、外側スリーブ１０２の実質的に中心を通って
延在する腔を含む。この腔は、リーミング中にリーマを誘導するように構成されてもよい
。この腔は、患者の体内で移植中に整形外科的移植を誘導するように構成されてもよい。
【００２２】
　図２は安定化装置２００の前面図を示す。安定化装置２００は外側スリーブ２０２およ
び内側スリーブ２０４を備えてもよい。内側スリーブ２０４のパイロットホール２２０を
有するパイロットホールガイド部２１８は、外側スリーブ２０２の軟組織保護要素２０６
と結合して部分２０２および２０４を接合してもよい。部分２０２および２０４は機械的
停止部２１４、２１６、２２４、および２２６、またはハンドル２１２および２２２のそ
れぞれの上に配置された他の同様の連動機構デバイスによって連動されてもよい。両ハン
ドルを連動するための機械的停止部２１４、２１６、２２４、および２２６に加えて、外
側スリーブハンドル２１２は移動制限挿入部２２８を含んでもよく、移動制限挿入部２２
８は内側スリーブハンドル２２２上の戻り止め２３０に対応する。移動制限挿入部２２８
により、バネで留めた玉軸受、ピン、または戻り止め２３０と相互作用し摩擦係合する他
の同様のデバイスのような移動制限デバイスの挿入が、内側スリーブ２０４に対する外側
スリーブ２０２の回転運動を制限して２つの部分が係止されたままにすることができる。
支持ロッド孔２０８は外側スリーブ２０２上の軟組織保護要素２０６の周囲に配置される
。
【００２３】
　図３は内側スリーブ３０４の例示的実施形態を示す。内側スリーブ３０４はハンドル３
２２を備えてもよく、医療処置中に１つまたは複数の骨要素内にパイロットホールを穿孔
するのに使用するためのパイロットホール孔３２０を有するパイロットホールガイド部３
１８、および医療処置中にハンドル３２２の回転運動を制限するために他の機械デバイス
と相互作用するように使用される機械的な止まり止め３２４と３２６、及び戻り止め３３
０がハンドル３２２の上に配置される。
【００２４】
　図４は外側スリーブ４０２の例示的実施形態を示す。外側スリーブ４０２は、ハンドル
４１２であって、医療処置中に軟組織を保護するため、さらに骨要素リーマを作動可能に
誘導するために軟組織保護要素４０６がハンドル４１２上に配置された、ハンドル４１２
と、軟組織保護要素４０６の周囲に配置された支持ロッド孔オフセット４３８であって、
支持ロッド孔オフセットは医療処置中に支持ロッドを受領し誘導するための１つまたは複
数の孔４０８を備える、支持ロッド孔オフセット４３８と、機械的停止部４１４、４１６
と、医療処置中にハンドル４１２の回転運動を制限するための他の機械デバイスと相互作
用するために使用される移動制限挿入部４２８とを備えてもよい。
【００２５】
　図５は例示的医療処置中に使用される安定化装置５００の例示的実施形態を示す。安定
化装置５００は医療処置中に１つまたは複数の骨に対して固定されてもよい。この例示的
実施形態では、安定化装置は踵骨５３２、距骨５３４、および脛骨５３６に固定される。
安定化装置は、軟組織の中に軟組織保護要素５０６を挿入する本体領域に対して、軟組織
を最初に切除することにより骨５３２、５３４、および５３６に固定されてもよい。１つ
または複数の支持ロッド５１０は支持ロッド孔オフセット５３８上の支持ロッド孔５０８
を通って誘導されて骨５３２、５３４、および５３６と相互作用して、安定化装置５００
を骨５３２、５３４、および５３６に対して固定する。内側スリーブ５０４のパイロット
ホールガイド部（図示せず）およびパイロットホール孔（図示せず）は、骨５３２、５３
４、および５３６を通るパイロットホールを誘導するために使用される。ハンドル５２２
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をハンドル５１２に対して回転して機械的停止部５１４、５１６、５２４、および５２６
を係脱するので、内側スリーブ５０４を外側スリーブ５０２から取り外してもよい。一旦
内側スリーブ５０４が外側スリーブ５０２から取り外されると、穿孔されたパイロットホ
ールに加えて軟組織保護要素５０６を使用して、骨５３２、５３４、および５３６を通る
より大きい直径の骨のリーマを誘導できるので、対応する直径の骨移植を骨の中に挿入で
きる。軟組織保護要素５０６は、残りの医療処置のために定位置に残されて、骨移植の挿
入中に軟組織を保護する。別法として、軟組織保護要素５０６はリーミング後に取り外さ
れる。
【００２６】
　図６は距骨６３２、６３４、および６３６を固定する医療処置に使用される際に骨要素
の間に圧縮をもたらすための、システム６０１の例示的構成を示す。図６は、人の左足内
部の骨６３２、６３４、および６３６の内側の図を示す。システム６０１は、ターゲティ
ングアーム６６０、安定化装置６００の軟組織保護スリーブ６０６、および張力デバイス
６６８に加えて骨要素の間に圧縮をもたらすための骨移植装置６０３を含んでもよい。
【００２７】
　例示的実施形態では、骨要素の間に圧縮をもたらすための装置６０３を骨６３２、６３
４、および６３６の中に挿入する。装置６０３を挿入する前に、軟組織保護要素６０６を
使用して挿入のために骨６３２、６３４、および６３６を準備する。踵骨６３２に近位の
足の底部上の軟組織を切除することにより、軟組織保護要素６０６の少なくとも一部を踵
骨６３２に近位の軟組織の中に挿入できる。軟組織保護要素６０６は内側スリーブ（図示
せず）をさらに備え、内側スリーブは軟組織保護要素６０６の中に嵌合し、軟組織保護要
素６０６から取り外すことができる。軟組織保護要素６０６を足の底部で軟組織の中に挿
入した後、１つまたは複数の支持ロッド６１０を軟組織保護要素６０６上の支持ロッド位
置合わせ孔６０８の中に挿入する。支持ロッド６１０は骨６３２、６３４、および６３６
の中に穿孔されて、軟組織保護要素６０６を軟組織内に骨６３２、６３４、および６３６
に対して適所に保持する。パイロットホールを穿孔するための中心ガイドを有する内側ス
リーブを軟組織保護要素６０６の中に挿入する。骨６３２、６３４、および６３６を通る
パイロットホールを穿孔し、内側スリーブを軟組織保護要素６０６から取り外す。したが
って軟組織保護要素６０６の内径は、装置６０３の外径に適合する大きさにされる。ガイ
ドとして穿孔されたパイロットホールを使用すると、軟組織保護要素６０６をガイドとし
て使用して装置６０３の全外径を骨６３２、６３４、および６３６からリーミングする。
したがって軟組織保護要素６０６の内径は、挿入される装置６０３の外径の大きさに基づ
いて変化してもよく、それに応じて内側スリーブの内径は、内側スリーブと軟組織保護要
素６０６との間に適切な嵌合を確保するために変化する。軟組織保護要素６０６は、骨６
３２、６３４、および６３６の穿孔およびリーミング中に周囲の軟組織を保護する。骨が
適切な直径にリーミングされた後、ターゲティングアーム６６２を使用して骨６３２、６
３４、および６３６を通る孔を穿孔する。ターゲティングアーム６６０のシステム６０１
を参照すると、ターゲティングアーム６６０は、装置６０３上の圧縮スロット６０７、ダ
イナミゼーション・スロット６０９、および静的固定孔６１１の孔に対応する複数の孔６
６２を有する。ターゲティングアーム６６０をガイドとして使用して、骨６３２、６３４
、および６３６を通る圧縮スロット６０７、ダイナミゼーション・スロット６０９、およ
び静的固定孔６１１に対応する孔を穿孔する。ターゲティングアーム６６０は９０度ずつ
回転して、装置６０３上の圧縮スロット６０７、ダイナミゼーション・スロット６０９、
および静的固定孔６１１に対応する孔の９０度のオフセットに一致するので、骨６３２、
６３４、および６３６に穿孔された孔は、一旦装置６０３が骨６３２、６３４、および６
３６の中に挿入されると、装置６０３上の圧縮スロット６０７、ダイナミゼーション・ス
ロット６０９、および静的固定孔６１１の孔と正確に一致する。骨６３２、６３４、およ
び６３６に孔を穿孔した後、細長い軸６０２の遠位端８２０は、穿孔された骨の孔に対し
て装置６０３の適切な位置合わせが達成されるまで、軟組織保護要素６０６から挿入され
、骨６３２、６３４、および６３６を通る。釘ファスナー（図示せず）を使用して装置６
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０３を操作して、体内で適切な位置合わせを達成してもよい。装置６０３が一旦位置合わ
せされると、踵骨ネジ６４６を踵骨６３２から挿入し、装置６０３上の対応する静的固定
孔を通って、骨６３２、６３４、および６３６に対して部分的に装置６０３を静的に固定
する。横ボルトを脛骨６３６内の対応する穿孔された孔から圧縮スロット６０７に向けて
挿入し圧縮スロット６０７を通す。装置６０３の長手方向内腔内部のケーブル（図示せず
）を適切に位置付けて、圧縮スロット６０７を通る横ボルトと相互作用させる。支持デバ
イス６５０を通過し、さらに張力デバイス６６８を通るケーブル端部（図示せず）、およ
びケーブルの一部は、張力デバイス６６８のケーブル固定カム６７０に固定される。ケー
ブルはラチェット張力調整部６７２をよって伸張されてもよく、ラチェット張力調整部６
７２はケーブルへの張力、ひいてはケーブルと圧縮スロット６０７を通る横ボルトとの間
の張力を徐々に増加させる。ケーブルが伸張されるにつれて、骨６３２、６３４、および
６３６ならびにそれらのそれぞれの関節は、適切な張力に達するまで互いに引き合う。一
旦適切な張力に達すると、より多くの横ボルトが骨６３２、６３４、および６３６上に穿
孔された孔を通り、装置６０３のダイナミゼーション・スロット６０９、および静的固定
孔６１１に対応する孔を通って固定されて、装置６０３を骨６３２、６３４、および６３
６内に最終的に固定させる。装置６０３が最終的に固定された後、カム６７０を外してケ
ーブルを緩め、張力デバイス６６８をシステム６０１から取り外す。ケーブルは、支持デ
バイス６５０上の孔（図示せず）を介して装置６０３から取り外される。支持デバイス６
５０および軟組織保護要素６０６内のその対応する部分を釘ファスナーに加えて取り外す
。ターゲティングアーム６６０を取り外して、定位置に固定されたまま軟組織保護要素６
０６を残す。支持ロッド６１０は体内に残されるか、または軟組織保護要素６０６と共に
取り外されてもよく、軟組織保護要素６０６を取り外した後に残された軟組織を閉じて、
骨の圧縮および固定処置のこの例示的実施形態を完了する。したがって他の処置およびス
テップを使用してこの例示的実施形態を完了してもよく、例示的実施形態を使用して、骨
要素の間の圧縮医療処置のためにシステム６０１に対する装置６０３の使用を説明した。
【００２８】
　図７は安定化装置７００の例示的構成を示す。安定化装置７００は外側スリーブ７０２
を備えてもよく、外側スリーブ７０２を通ってガイドワイヤ７０４および支持ロッド７０
６が延在してもよい。また安定化装置７００は鈍先端の軟組織保護要素７０８およびハン
ドル７１０も備えてもよい。一実施形態では、用語「外側スリーブ」は用語「本体部」と
交換可能であってもよい。別の実施形態では、用語「支持ロッド」は「安定化ワイヤ（ｓ
ｔａｂｉｌｉｚｉｎｇ　ｗｉｒｅｓ）」または「安定化ワイヤ（ｓｔａｂｉｌｉｚａｔｉ
ｏｎ　ｗｉｒｅｓ）」と交換可能であってもよい。別の実施形態では、用語「軟組織保護
要素」は用語「外側スリーブ」と交換可能であってもよい。別の実施形態では、用語「ハ
ンドル」は用語「装着部」と交換可能であってもよい。
【００２９】
　安定化装置７００は、１つまたは複数の骨要素を通る穴をリーミングするために、該１
つまたは複数の骨要素を特定の所望の配向に維持するように構成されてもよい。安定化装
置７００は、１つまたは複数の骨要素を通る整形外科的移植デバイスの移植のために、該
１つまたは複数の骨要素を特定の所望の配向に維持するように構成されてもよい。一実施
形態では、安定化装置７００は、骨要素の間に圧縮をもたらすための装置を挿入するため
の関節を作成する、該１つまたは複数の骨要素を通る穴をリーミングするために、１つま
たは複数の関節を特定の所望の配向に維持するように構成される。
【００３０】
　外側スリーブ７０２は、外側スリーブ７０２の本体を通って長手方向に延在する一連の
孔を有する、実質的に円筒形の輪郭を備えてもよい。孔は、あらゆるガイドワイヤ７０４
または支持ロッド７０６が外側スリーブ７０２を通過させてもよい。ガイドワイヤ７０４
のための孔を外側スリーブ７０２内の中心に実質的に配置してもよい。
【００３１】
　支持ロッド７０６のための孔は外側スリーブ７０２の両側にオフセットされてもよい。
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一実施形態では、支持ロッド７０６のための孔はガイドワイヤ７０４のための孔に対して
実質的に反対に約１８０度配向されてもよい。別の実施形態では、安定化装置７００は、
支持ロッド７０６のための３つ以上の孔を備え、その孔は外側スリーブ７０２の周辺を中
心に実質的に均一に分散されてもよい。すなわち３つの孔はガイドワイヤ７０４のための
孔に対して約１２０度に配向されてもよいが、４つの孔はガイドワイヤ７０４のための孔
に対して約９０度に配向されてもよく、以下同様である。
【００３２】
　一実施形態では、１つまたは複数のガイドワイヤ７０４および支持ロッド７０６は、ガ
イドワイヤ７０４または支持ロッド７０６が回転すると、骨要素を通るチャネルを生成す
るように構成された切断先端部を備える。別の実施形態では、１つまたは複数のガイドワ
イヤ１０４および支持ロッド７０６は、骨要素を通るチャネルをドリルビットで穿孔した
後挿入されるように構成される。別の実施形態では、１つまたは複数のガイドワイヤ７０
４および支持ロッド７０６は、軸力で駆動されると、骨要素を通るチャネルを生成するよ
うに構成された尖端を備える。
【００３３】
　軟組織保護要素７０８は、外側スリーブ７０２の半径方向外方に配向されてもよい。軟
組織保護要素７０８は、リーミングされる骨要素の部位に隣接した軟組織、または周囲の
軟組織を保護するように構成されてもよい。例えば軟組織保護要素７０８は、安定化装置
７００の使用中に皮膚、筋肉、および靭帯があらゆるガイドワイヤ７０４、支持ロッド７
０６、または外側スリーブ７０２に接触しないように、またはあらゆるガイドワイヤ７０
４、支持ロッド７０６、または外側スリーブ７０２により損傷を受けないように保護して
もよい。
【００３４】
　ハンドル７１０は、使用者の手で保持する、または安定化装置７００を患者もしくは患
者の骨要素に対して安定させるように構成された固定デバイスに選択的に接続するための
ハンドルまたはタブを含み、使用者により安定化装置７００の制御を維持するように構成
されたあらゆる様々なデバイスを備えてもよい。
【００３５】
　外側スリーブ７０２、ガイドワイヤ７０４、支持ロッド７０６、軟組織保護要素７０８
、およびハンドル７１０のいずれも、１つまたは複数の金属、合金、複合材料、高分子、
または別の有機物質もしくは生体適合性物質を含む、あらゆる様々な材料を含んでもよい
。一実施形態では、外側スリーブ７０２、ガイドワイヤ７０４、支持ロッド７０６、軟組
織保護要素７０８、およびハンドル７１０のいずれも、放射線透過材料、非放射線透過材
料、または放射線透過材料および非放射線透過材料の組合せを含む。軟組織保護要素７０
８は、軟組織とのその接触効果を最小にするように構成された実質的な弾性材料を備えて
もよい。
【００３６】
　一実施形態では、安定化装置７００を使用して、固定される骨要素の中に最初のガイド
ワイヤを配置する一方で、軟組織を保護し、ならびに長手方向の腔を配置中に骨要素の位
置を維持して、整形外科的移植デバイスを受容してもよい。
【００３７】
　図８は、外側スリーブ８０２、パイロットホール孔８０４、１つまたは複数の支持ロッ
ド８０６、ハンドル８１０、および内側スリーブ８１２を備える安定化装置８００の例示
的構成の端面図を示す。一実施形態では、用語「パイロットホール孔（ｐｉｌｏｔ　ｈｏ
ｌｅ　ａｐｅｒｔｕｒｅ）」は用語「ガイドワイヤ孔（ｇｕｉｄｅ　ｗｉｒｅ　ａｐｅｒ
ｔｕｒｅ）」と交換可能であってもよい。別の実施形態では、用語「内側スリーブ」は用
語「取外し可能な挿入部」と交換可能であってもよい。
【００３８】
　安定化装置８００は、図７に示された安定化装置７００と実質的に同様に構成されても
よい。
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【００３９】
　内側スリーブ８１２は、パイロットホール孔８０４を含む実質的に円筒形の本体を備え
、安定化装置８００の腔８１４内に嵌合するように構成されてもよい。内側スリーブ８１
２は、１つまたは複数の金属、合金、複合材料、高分子、または別の有機物質もしくは生
体適合性物質を含む、あらゆる様々な材料を含んでもよい。一実施形態では、内側スリー
ブ８１２は、放射線透過材料、非放射線透過材料、または放射線透過材料および非放射線
透過材料の組合せの少なくとも１つを含む。
【００４０】
　一実施形態では、内側スリーブ８１２は一連の取外し可能な挿入部を備えてもよく、そ
れぞれはそれらの全長を通って長手方向に延在する、より長いパイロットホール孔８０４
を備える。使用中、安定化装置８００は、切削頭部と嵌合するガイドワイヤを受容するよ
うに構成されたパイロットホール孔８０４を有する、第１の内側スリーブ８１２を搭載し
てもよい。骨要素をガイドワイヤでリーミングした後、ガイドワイヤおよび第１の内側ス
リーブ８１２を取り外してもよい。より大きいパイロットホール孔８０４を含む第２の内
側スリーブ８１２を安定化装置８００の中に挿入してもよく、その後第１の内側スリーブ
８１２と共に使用されたガイドワイヤより大きい直径を有するガイドワイヤが、第２の内
側スリーブ８１２を通って延在されてもよい。一実施形態では、より大きいパイロットホ
ール孔８０４を有する第３の内側スリーブ８１２を第２の内側スリーブ８１２と交換して
もよく、以下同様である。
【００４１】
　一実施形態では、腔８１４は、移植される整形外科的移植デバイスの外径とほぼ同じ直
径を含む。腔８１４とほぼ同じ直径の外径を有するリーマは、固定され、取り外される安
定化装置８００および骨要素を通って延在されてもよい。整形外科的移植デバイスは安定
化装置８００の腔８１４から挿入され、固定される骨要素を通ってもよい。整形外科的移
植デバイスを配置すると、骨要素内に設置された整形外科的移植デバイスを残して、安定
化装置８００を取り外してもよい。
【００４２】
　用語「含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」または「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」が本明細書
または特許請求の範囲に使用される限りは、特許請求の範囲において移行用語として利用
される場合に解釈される用語のように、用語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」と同様の
方法で包括的であると意図される。さらに、用語「または（ｏｒ）」が利用される（たと
えば、ＡまたはＢ（Ａ　ｏｒ　Ｂ））限りは、「ＡもしくはＢまたは両方（Ａ　ｏｒ　Ｂ
　ｏｒ　ｂｏｔｈ）」を意味することが意図される。出願人が「ＡまたはＢのみだが両方
ではない（ｏｎｌｙ　Ａ　ｏｒ　Ｂ　ｂｕｔ　ｎｏｔ　ｂｏｔｈ）」ことを示すことを意
図する際は、用語「ｏｎｌｙ　Ａ　ｏｒ　Ｂ　ｂｕｔ　ｎｏｔ　ｂｏｔｈ」が利用される
。したがって、本明細書で用語「ｏｒ」の使用は包括的であり、排他的使用ではない。Ｂ
ｒｙａｎ　Ａ．　Ｇａｒｎｅｒ、Ａ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ　ｏｆ　Ｍｏｄｅｒｎ　Ｌｅ
ｇａｌ　Ｕｓａｇｅ　６２４（第２版、１９９５年）を参照されたい。また、用語「中（
ｉｎ）」または「中（ｉｎｔｏ）」が本明細書または特許請求の範囲において使用される
限りは、「上（ｏｎ）」または「上（ｏｎｔｏ）」を追加的に意味することが意図される
。用語「選択的に」が本明細書または特許請求の範囲において使用される限りは、装置の
使用者が装置の使用を必要とするまたは所望する際に構成要素の特徴または機能を活性化
または非活性化してもよい構成要素の状態を指すことが意図される。用語「作動可能に接
続される」が本明細書または特許請求の範囲において使用される限りは、同定された構成
要素が指定された機能を実行するための方法で接続されることを意味することが意図され
る。用語「実質的に」が本明細書または特許請求の範囲において使用される限りは、同定
された構成要素は、その業種において受容可能であるはずの誤差の程度で示された関係ま
たは品質を有することを意味することが意図される。本明細書または特許請求の範囲で使
用される場合、単数形「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は複数を含む。最後に用語「
約」は数と共に使用される場合、その数の±１０％を含むことが意図される。換言すると
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「約１０」は９～１１を意味してもよい。
【００４３】
　上述のように、本出願はその実施形態の説明によって示され、これらの実施形態はかな
り詳しく説明されたが、添付の特許請求の範囲をそのような詳細に制限する、または限定
するとは決して出願者が意図するものではない。追加の利点および修正形態が、本出願の
利益を有する当業者には容易に明らかになろう。したがって、本出願はそのより広い態様
において、示された具体的な詳細、説明に役立つ実例、または言及されたあらゆる装置に
限定されない。全体的な発明概念の精神または範囲から逸脱することなく、このような詳
細、例、および装置からの逸脱がなされ得る。
 

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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