
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
所要のヘッド２とソケット５とが屈曲自在に摺接されると共に、該ヘッド２及びソケット
５の自由端に各々ステム９・１６が嵌着され、該各ステム９・１６は軸線方向に沿って螺
動自在なロッキングネジ１４が内設されてなるステム基部１０と、該ステム基部１０の先
部に突設された弾性を有する両側一対のステム片１５とよりなり、上記ステム片１５内に
ロッキングネジ１４を圧入せしめることにより外側方に拡開作動せしめて骨髄腔１９・２
１内面に圧接固定せしめるべく構成されてなる

されてなることを特徴とする、人工
関節。
【請求項２】
ヘッド２及びソケット５の自由端に方形体状の嵌合片３・７が突設されると共に、該嵌合
片３・７に対応すべくステム基部１０に方形状の嵌合孔１２が形成されてなり、該嵌合孔
１２に嵌合片３・７を嵌合せしめて嵌着せしめるべく構成されてなることを特徴とする
、請求項１記載の人工関節。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、人工指関節や人工肘関節などの人工関節に関する。
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人工関節であって、上記ヘッド２及びソケ
ット５の一方には屈筋腱鞘２２を繋縛すべく繋縛部材用取付け部４が、同他方には伸筋腱
鞘２３を繋縛すべく繋縛部材用取付け部８が各々形成



【０００２】
【従来の技術】
従来より、例えば、手指の中手指節間関節（以下、ＭＰ関節という）は中手骨と基節骨に
よって、また、近位指節間関節（以下、ＰＩＰ関節という）は基節骨と中節骨から構成さ
れているが、慢性関節リウマチに代表される関節炎を患うと、特に手足の関節、靭帯、腱
が次第に冒され、有痛性の変形と著しい運動制限等が現われるものである。かかる対策と
して、関節炎より変形した関節部分を人工関節に置換する施術が一般に行われている。
【０００３】
ところで、かかる人工関節としては
ａ．シリコン樹脂で代表される弾性高分子材料により中間の鍔状部を中心としてその両　
　　端にステムを一体形成せしめたもの。
ｂ．ステム付き球状結合端とステム付き球面凹状の結合端とを屈曲自在に組合せた球関　
　　節構造のもの（実公平２－２９９４１号公報、特開平９－３８１２２号公報等参照　
　　）。
ｃ．各々挿通孔を有するステム付き結合節をピンで屈曲自在に枢着せしめたヒンジ関節　
　　構造のもの（特開平５９－９１９５６号公報、特開平６１－２７６５５３号公報等　
　　参照）。
等が開示されている。
そして、かかる人工関節は、棒状やテ－パ棒状等所要形状のステムを骨髄腔内に挿入せし
めると共にボ－ンセメントを介して固定せしめたり、あるいは、所要の骨髄腔内面に合せ
て形成したステムを骨髄腔内に挿入して固定せしめることにより置換施術するものである
。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述の如く構成された従来の人工関節は、関節機能を有効に発揮せしめる
ことが出来る反面、固定方法に問題があり、例えば、テ－パ棒状などのステムを骨髄腔内
に挿入すると共にボ－ンセメントを介して固定せしめる従来法は、固定作業が非常に面倒
で手間がかかるのみならず、骨髄腔内組織の老化などにより固定力が弱化しやすいおそれ
があり、長期的な固定力を保持しずらいものである。また、骨髄腔内面に合せて形成せし
めたステムを骨髄腔内に挿入固定せしめる従来法は、ステムの製作が非常に面倒で高コス
トとなるのみならず、骨髄腔内組織に対する形状的な適合性を欠く場合には従来より設計
の面において大きな問題となっている応力集中の危険性があるものである。

【０００５】
本発明は、かかる従来の問題点を一挙に解決し、従来と全く異なる新規な構造でもって骨
髄腔内面に適合せしめつつ迅速、かつ、確実に、しかも容易に固定せしめることが出来

人工関節を提供しようとするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
即ち、請求項１記載の発明は、所要のヘッド２とソケット５とが屈曲自在に摺接されると
共に、該ヘッド２及びソケット５の自由端に各々ステム９・１６が嵌着され、該各ステム
９・１６は軸線方向に沿って螺動自在なロッキングネジ１４が内設されてなるステム基部
１０と、該ステム基部１０の先部に突設された弾性を有する両側一対のステム片１５とよ
りなり、上記ステム片１５内にロッキングネジ１４を圧入せしめることにより外側方に拡
開作動せしめて骨髄腔１９・２１内面に圧接固定せしめるべく構成されてなる

され
てなることを特徴とする、人工関節を要旨とするものである。
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更に、かかる
従来法においては、伸筋腱鞘などの縫合不全に起因するＭＰ関節の伸展障害を生起せしめ
やすいものである。

る
のみならず、伸筋腱鞘などの縫合不全に起因するＭＰ関節の伸展障害を有効に防止せしめ
ることが出来る

人工関節で
あって、上記ヘッド２及びソケット５の一方には屈筋腱鞘２２を繋縛すべく繋縛部材用取
付け部４が、同他方には伸筋腱鞘２３を繋縛すべく繋縛部材用取付け部８が各々形成



【０００７】
そして、かかる請求項１記載の発明は、ロッキングネジ１４を螺動して両側のステム片１
５内に圧入せしめつつ、ステム片１５を外側方に拡開作動せしめて骨髄腔１９・２１の内
周面に強く圧接固定せし ステム基部１０に各々ヘッド２とソケット５を嵌着せしめて
屈曲自在に摺接せしめ

ものである。
【０００８】
請求項２記載の発明は、ヘッド２及びソケット５の自由端に方形体状の嵌合片３・７が突
設されると共に、該嵌合片３・７に対応すべくステム基部１０に方形状の嵌合孔１２が形
成されてなり、該嵌合孔１２に嵌合片３・７を嵌合せしめて嵌着せしめるべく構成されて
なることを特徴とする、請求項１記載の人工関節を要旨とするものである。
【０００９】
そして、かかる請求項２記載の発明は、方形体状の嵌合片３・７を方形状の嵌合孔１２に
嵌着せしめるものであるから、ステム９・１６を９０度毎に回転せしめつつ骨髄腔１９
・２１内への固定位置を自由に選択せしめることが出来るのみならず、嵌合いを調節しつ
つヘッド２とソケット５との固定位置を調節し、側副靱帯の緊張を自由に調節せしめるこ
とが出来るものである。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態を図面に示す一実施例に基づいて説明する。
図１～図８は本発明の一実施例を示すもので、同図中、１はＭＰ関節用の人工指関節、２
は該人工指関節１を構成する略半球状とされたヘッド、３は該ヘッド２の裏面に突設され
た方形体状の嵌合片、４は該嵌合片３の基端部に沿ってヘッド２の裏面に形成された繋縛
部材用取付け溝である。そして、該ヘッド２はチタン合金やコバルトクロ－ム系合金によ
り形成されている。５は上記ヘッド２に屈曲自在に摺接せしめるべく球面状の凹部６を備
えたソケット、７は該ソケット５の裏面に突設された方形体状の嵌合片、８はソケット５
の頂部に連通状に形成された両側一対の繋縛部材用取付け孔である。そして、該ソケット
５はヘッド２と同様にチタン合金やコバルトクロ－ム系合金により形成せしめてもよいが
、好ましくは耐摩耗性に優れたプラスチック、例えば超高分子量ポリエチレンに代表され
るエンジニアリングプラスチックにより形成するとよい。
【００１１】
９は前記ヘッド２に嵌着自在とされたチタン合金やコバルトクロ－ム系合金よりなる中手
骨用ステム、１０は該中手骨用ステム９を構成する略截頭円錐形状のステム基部、１１は
該ステム基部１０の外周面に形成されたネジ山、１２は前記ヘッド２の嵌合片３を嵌合せ
しめるべくステム基部１０の基端に形成された所要の深さを有する四角形状の嵌合孔、１
３は該嵌合孔１２に連通すべくステム基部１０の軸線に沿ってその先端側に形成されたネ
ジ孔、１４は該ネジ孔１３に螺動自在に螺合された所要長の六角穴付きロッキングネジ
、１５は該ロッキングネジ１４に対応すべくステム基部１０の先部に一体に突設された弾
性を有する両側一対のテ－パ状ステム片で、該ステム片１５はロッキングネジ１４を螺動
して圧入せしめることにより外側方へ拡開自在とされると共に、その外周面は表面加工せ
しめることなく粗面状に形成されている。１６は前記ソケット５に嵌着自在とされた基節
骨用ステムで、該基節骨用ステム１６は中手骨用ステム９より若干短尺状に形成された点
が中手骨用ステム９と相違し、他の部分は同一であり、同一符号は同一部分を示す。
その他、１７はワイヤ－などの繋縛部材、１８は中手骨、１９は該中手骨１９の骨髄腔
、２０は基節骨、２１は該基節骨２０の骨髄腔、２２は屈筋腱鞘、２３は伸筋腱鞘を各々
示す。
【００１２】
次に、上述の如く構成された実施例の使用方法と作用を説明する。
まず、中手骨１８と基節骨２０との関節部分を切除せしめて各々骨髄腔１９・２１を露出
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め、
ると共に、繋縛部材用取付け部４・８に所要の繋縛部材１７を取付

け、該繋縛部材１７でもってヘッド２及びソケット５に屈筋腱鞘２２・伸筋腱鞘２３を繋
縛せしめることにより尺側移動を確実に防止せしめることが出来る



せしめる。しかるのち、中手骨用ステム９と基節骨用ステム１６を各々対応する骨髄腔１
９・２１内に挿入せしめると共に、ステム基部１０のネジ山１１を介して骨髄腔１９・２
１の開口端縁内にネジ込む。次いで、ロッキングネジ１４を各々螺動せしめつつその先部
を両側のステム片１５内に圧入せしめ、ステム片１５の外周面を骨髄腔１９・２１の内周
面に強く圧接して固定する。このさい、ステム片１５は弾性を有するから、骨髄腔１９
・２１内を損傷せしめることなく、容易に圧接せしめることが出来、また、ステム片１５
の外周面は粗面状に形成されているから、経時的に骨が侵入して生物学的固定を生起せし
めることが出来る。
【００１３】
中手骨用ステム９及び基節骨用ステム１６の固定が完了すると、ヘッド２とソケット５と
に各々取付け溝４・取付け孔８を介してワイヤ－等の繋縛部材１７を取付ける。次いで
、嵌合片３・７を各々対応する嵌合孔１２に嵌合せしめることによりヘッド２を中手骨用
ステム９に、ソケット５を基節骨用ステム１６に各々嵌着せしめると共に、屈曲自在に摺
接せしめる。このさい、ヘッド２及びソケット５はその嵌合片３・７を中手骨用ステム９
と基節骨用ステム１６の嵌合孔１２に各々嵌着せしめるものであるから、中手骨用ステム
９・基節骨用ステム１６を各々９０度毎に回転せしめつつ骨髄腔１９・２１内への固定位
置を自由に選択せしめることが出来るのみならず、その嵌合いを適宜調節しつつヘッド２
とソケット５との固定位置を調節し、側副靱帯の緊張を自由に調節せしめることが出来る
。しかるのち、繋縛部材１７を介してヘッド２に屈筋腱鞘２２を繋縛せしめると共にソケ
ット５に伸筋腱鞘２３を繋縛せしめる（図６～図８参照）。このさい、屈筋腱鞘２２及び
伸筋腱鞘２３を各々ヘッド２とソケット５に繋縛せしめるものであるから、尺側への移動
を確実に防止せしめ、伸筋腱鞘２３などの縫合不全に起因するＭＰ関節の伸展障害を有効
に防止せしめることが出来る。屈筋腱鞘２２及び伸筋腱鞘２３の繋縛が終了すると、公知
の方法により靱帯等を修復して施術を完了する（図５参照）。
【００１４】
なお、上記実施例において、ヘッド２とソケット５は球関節構造とされているが、これに
限定されるものでなく、ヒンジ関節構造に形成せしめてもよいものである。また、屈筋腱
鞘２２はヘッド２に、伸筋腱鞘２３はソケット５に各々繋縛するものとされているが、逆
に屈筋腱鞘２２をソケット５に、伸筋腱鞘２３をヘッド２に各々繋縛せしめるべく構成せ
しめてもよいものである。さらに、繋縛部材１７の取付けは取付け溝４及び取付け孔８を
介して行なうものとされているが、これに限定されるものでなく、他の公知の取付け構造
を介して取付けてもよいものである。なお、上記実施例はＭＰ関節用の人工関節１を示し
たが、これに限定されるものでなく、例えば、ＰＩＰ関節用の人工指関節、あるいは人工
肘関節にも適用せしめることが出来るものである。
【００１５】
【発明の効果】
請求項１記載の発明は上述のように構成されているから、ロッキングネジ１４を螺動して
両側のステム片１５内に圧入せしめつつ、ステム片１５を外側方に拡開作動せしめて骨髄
腔１９・２１の内周面に強く圧接固定せしめると共に、ステム基部１０に各々ヘッド２と
ソケット５を嵌着せしめて屈曲自在に摺接せしめることが出来るものであって、その固定
作業を迅速、かつ、確実に、しかも容易に行うことが出来るのみならず、螺合するロッキ
ングネジ１４に干渉することなくステム９・１６に直接ヘッド２やソケット５を極めて自
然な形でスマ－トに、しかも、容易、かつ、確実に取付けることが出来る。

【００１６】
請求項２記載の発明は上述のように構成されているから、ステム９・１６を９０度毎に回
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しかも、繋縛
部材用取付け部４・８に所要の繋縛部材１７を取付け、該繋縛部材１７でもってヘッド２
及びソケット５に屈筋腱鞘２２・伸筋腱鞘２３を繋縛せしめることにより尺側移動を確実
に防止せしめることが出来るものであって、ひいては、屈筋腱鞘２２や伸筋腱鞘２３の縫
合不全に起因するＭＰ関節等の伸展障害を有効に防止せしめることが出来るものである
。



転せしめつつ骨髄腔１９・２１内への固定位置を自由に選択せしめることが出来るのみな
らず、嵌合を調節しつつヘッド２とソケット５との固定位置を調節し、側副靱帯の緊張を
自由に調節せしめることが出来るものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を示す分解斜視図である。
【図２】組立てた状態を示す側面図である。
【図３】図２の水平断面図である。
【図４】図２の垂直断面図である。
【図５】ＭＰ関節個所への使用状態を示す側面図である。
【図６】同要部拡大断面図である。
【図７】ヘッド２に屈筋腱鞘２２を繋縛せしめた状態を示す横断面図である。
【図８】ソケット５に伸筋腱鞘２３を繋縛せしめた状態を示す横断面図である。
【符号の説明】
１　　ＭＰ関節用人工指関節
２　　ヘッド
３　　嵌合片
４　　繋縛部材用取付け溝
５　　ソケット
７　　嵌合片
８　　繋縛部材用取付け孔
９　　中手骨用ステム
１０　ステム基部
１２　嵌合孔
１４　ロッキングネジ
１５　ステム片
１６　基節骨用ステム
１７　繋縛部材
１９　骨髄腔
２１　骨髄腔
２２　屈筋腱鞘
２３　伸筋腱鞘
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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