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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象者の近位大腿骨に長手方向で入れられるように構成された髄内釘と、
　前記近位大腿骨に入れられ、前記釘を横断方向で通り、それによって固定要素がその長
軸に沿って前記釘内で摺動可能であり、前記釘から出て前記近位大腿骨の骨頭まで延在し
、前記骨頭内で固定されるように構成された、固定要素と、
　前記釘内に位置し、前記釘および前記固定要素が前記対象者の前記近位大腿骨に埋め込
まれた後に前記対象者によって前記近位大腿骨の前記骨頭に加えられる負荷に応じて可逆
的に変形して、前記釘に対する前記固定要素の角度配向を可逆的に変更する、柔軟な部材
と、
を備える、股関節固定のためのシステム。
【請求項２】
　前記柔軟な部材がエラストマーを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記釘がアパーチャを画成し、前記釘の前記アパーチャ内に位置するとともに、前記固
定要素の一部分を取り囲み、前記固定要素がスリーブ内を長手方向で摺動できるように構
成された、スリーブをさらに備える、請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記スリーブおよび前記釘が互いとは別個に形成される、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
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　前記柔軟な部材の少なくとも一部分が、前記スリーブと前記アパーチャの壁との間に配
設される、請求項３又は４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記スリーブが金属で形成され、前記柔軟な部材がポリマーを含む、請求項３～５の何
れか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記柔軟な部材が前記釘と前記スリーブとの間にその場形成される、請求項３～６の何
れか一項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記釘が、前記柔軟な部材が中に装着されるアパーチャを画成する、請求項１～７の何
れか一項に記載のシステム。
【請求項９】
　前記柔軟な部材がばねを含む、請求項１～８の何れか一項に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記柔軟な部材の少なくとも一部分が前記釘と連続している、請求項１に記載のシステ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先出願の相互参照
　本出願は、2013年12月9日に出願された米国仮特許出願第61/913,593号に基づくととも
に、米国特許法第119条(e)項に基づくその利益を主張し、すべての目的のために、該出願
の全体を参照により本明細書に組み込む。
【背景技術】
【０００２】
　股関節は、大腿骨の骨頭と骨盤の寛骨臼との関節接合によって形成される滑膜関節であ
る。股関節は、特に、ヒトが立っているとき、歩いているとき、または走っているときの
身体の重量を支持する。
【０００３】
　大腿骨の外傷によって近位大腿骨が股関節付近で骨折する場合がある。骨折の位置およ
び重症度に応じて、大腿骨頭が人工器官と置換されることも、大腿骨が治癒する間、大腿
骨頭を定位置で保持するために、埋め込まれた固定デバイスを用いて骨が安定化されるこ
ともある。
【０００４】
　髄内釘およびねじを伴う釘に基づく固定デバイスが、一般に、固定に利用される。釘は
、軸線方向で近位大腿骨にその近位端から入れられる。次に、ねじが、近位大腿骨にその
外側から、釘および大腿骨頸部を通して斜めに挿入され、大腿骨頭に挿入される。ねじは
、釘に対して約125°の角度で位置して、大腿骨頭/頸部と大腿骨幹との間の角度を構成し
てもよい。ねじおよび釘は両方とも、一般に骨折の両側にかかる。したがって、ねじは大
腿骨頭から釘に負荷を伝達することができ、それによって骨折した大腿骨をより効率的に
安定化し、治癒を改善することができる。
【０００５】
　ねじは釘に対して固定されなくてもよい。その代わりに、ねじは、その長軸に対して平
行に、釘によって画成されるアパーチャ内で摺動するように許容されてもよい。より具体
的には、ねじは、骨折を動的に圧迫するため、設置後に(解剖学的に)外側に移動できるよ
うにされてもよく、それによって骨折の治癒を促し改善することができる。
【０００６】
　ねじが移動できることによって、性能を劇的に改善することができる。しかしながら、
固定デバイスは常に良好な成果を提供するわけではない。場合によっては、大腿骨頭はカ
ットアウトによって損傷し、その場合、大腿骨頭がねじに対して移動することによって、
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ねじが大腿骨頭の関節面を通して突出し、かつ/または大腿骨頭を開裂させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　改善された釘に基づく股関節固定システムが必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示は、方法、デバイス、およびキットを含む、股関節固定のためのシステムを提供
する。システムは、近位大腿骨に長手方向で入れられるように構成された髄内釘を備えて
もよい。システムはまた、釘を通って横断方向で配置されるように構成された固定要素を
備えてもよく、それによって、固定要素はその長軸に沿って釘内で摺動可能であり、釘を
出て近位大腿骨の骨頭まで延在し、骨頭内で固定される。柔軟な部材は、釘内に配置され
、固定要素を配置した後に近位大腿骨の骨頭に加えられる負荷に応じて、可逆的に変形す
るように構成されて、釘に対する固定要素の角度配向を可逆的に変更するように構成され
てもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本開示の態様による、骨折した近位大腿骨内に設置され、髄内釘と釘を通って斜
めに摺動可能に延在する固定要素とを含み、釘がエラストマーを含む柔軟な部材を包含す
る、例示の柔軟な股関節固定システムの選択された態様を示す正面図である。
【図２】近位大腿骨がない状態で取った、釘に対する固定要素の角運動を仮想輪郭線で示
す、図1の股関節固定システムを示す部分正面図である。
【図３】摺動可能な固定要素に沿ってその前端からシステムを見た、図2の線3-3にほぼ沿
って取った図1の股関節固定システムを示す部分図である。
【図４】システムの中央面を通る図3の線4-4にほぼ沿って取った、図1の股関節固定シス
テムを示す部分断面図である。
【図５】本開示の態様による、髄内釘および摺動可能な固定要素を含み、釘がエラストマ
ーを含む柔軟な部材を包含する、別の例示の柔軟な股関節固定システムを示す図3とほぼ
同様に取った部分図である。
【図６】システムの中央面を通る図5の線6-6にほぼ沿って取った、図5の固定システムを
示す部分断面図である。
【図７】本開示の態様による、髄内釘および摺動可能な固定要素を含み、釘が弓ばねとし
て構造化された柔軟な部材を包含する、別の例示の柔軟な股関節固定システムを示す部分
正面図である。
【図８】弓ばねを通る図7の線8-8にほぼ沿って取った、図7の股関節固定システムを示す
部分断面図である。
【図９】弓ばねを通る図8の線9-9にほぼ沿って取った、図7の固定システムを示す部分断
面図である。
【図１０】本開示の態様による、髄内釘および摺動可能な固定部材を含み、釘がそれぞれ
釘と一体的に形成される柔軟な部材およびスリーブを包含する、さらに別の例示の柔軟な
股関節固定システムを示す部分正面図である。
【図１１】摺動可能な固定要素がない状態で、図10の線11-11にほぼ沿って取った、図10
の股関節固定システムを示す部分側面図である。
【図１２】摺動可能な固定要素がない状態で、図10の線12-12にほぼ沿って取った、図10
の股関節固定システムを示す部分立面図である。
【図１３】図11とほぼ同様に取った、柔軟な部材の変形可能な接続要素の間に配設された
柔軟な材料を有する、図10の股関節固定システムの修正形態を示す部分立面図である。
【図１４】図11とほぼ同様に取った、スリーブと釘の中間である各開口部内に配設される
柔軟な材料を有する、図10の股関節固定システムの別の修正形態を示す部分立面図である
。
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【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本開示は、方法、デバイス、およびキットを含む、股関節固定のためのシステムを提供
する。システムは、近位大腿骨に長手方向で入れられるように構成された髄内釘を備えて
もよい。システムはまた、釘を通って横断方向で配置されるように構成された固定要素を
備えてもよく、それによって、固定要素はその長軸に沿って釘内で摺動可能であり、釘を
出て近位大腿骨の骨頭まで延在し、骨頭内で固定される。柔軟な部材は、釘内に配置され
、固定要素を配置した後に近位大腿骨の骨頭に加えられる負荷に応じて、可逆的に変形す
るように構成されて、釘に対する固定要素の角度配向を可逆的に変更するように構成され
てもよい。
【００１１】
　本開示の股関節固定システムは、移植組織と骨の境界面(大腿骨頭内)で作られるピーク
負荷を低減し、それによって、最終的には大腿骨頭を通る移植組織のカットアウトに結び
付き得る微小亀裂形成の傾向を低減する、低減された剛性(より高い柔軟性)を有してもよ
い。したがって、股関節固定システムは、大腿骨頭を通るカットアウトの出現率が低くな
ること、患者の快適さが改善されること、力の緩衝がより良好であること、摩耗を通して
生じる切屑が少ないこと、および/またはその他など、既存の股関節固定システムを超え
る様々な利点を有してもよい。
【００１２】
　本開示のさらなる態様について、(I)釘に基づく柔軟な股関節固定システムの概要、(II
)骨固定の方法、(III)システム構成要素の組成、(IV)キット、および(V)実施例という、
以下のセクションにおいて記載する。
【００１３】
I.　釘に基づく柔軟な股関節固定システムの概要
　このセクションは、髄内釘の外に延在し、柔軟な境界面によって釘に対して角度配向さ
れる、ねじなどの摺動可能な固定要素を有する、例示の釘に基づく股関節固定システムに
ついて記載する。
【００１４】
　図1～図4は、骨折した近位大腿骨52内に設置された(図1)、または大腿骨がない状態の(
図2～図4)、例示の股関節固定システム50の様々な図を示す。システム50(交換可能に、移
植組織またはデバイスと呼ばれる)は、摺動可能な固定要素56(交換可能に締結具と呼ばれ
る)が交差する、髄内釘54を含んでもよい。固定要素56は、58で運動矢印によって示され
るように、釘に対して軸線60上で摺動可能である(図2を参照)。軸線は、固定要素の中央
長軸と同軸であってもよく、より詳細に後述するように、移動可能であって、62の仮想輪
郭線および63の運動矢印で示される、釘に対する固定要素の角度配向を変更してもよい。
固定要素は、その角度配向が変動するとその長軸に沿って摺動する能力を保持してもよい
。いくつかの実施形態では、固定システムが大腿骨内に完全に設置された後、固定要素は
釘内で摺動不能であってもよい。いくつかの実施形態では、固定要素は、固定要素の長軸
に平行な両方向で摺動可能であってもよい。いくつかの実施形態では、固定要素は、固定
要素の長軸に沿って外側へと摺動可能であって、内側へは摺動不能であってもよい。
【００１５】
　釘54は、近位大腿骨52の髄管64に、その近位端から入れられるように構成されてもよい
(図1を参照)。釘の端部は、近位大腿骨に入れた後、平面であるか、窪んでいるか、また
は突出してもよい。釘は、後方領域68から突出する前方領域66を有してもよい。前方領域
は、後方領域よりも小さい平均直径を有してもよく、前方領域は軸または軸体として、後
方領域は頭として説明されてもよい。釘は、釘の前方領域および/または前方境界に向か
って先細であってもよい。釘は、前方および後方領域66、68が同軸であるように、線形で
あってもよい。あるいは、釘は、図示されるように、長手方向の曲りを有してもよく、そ
れによって前方および後方領域は、特に、少なくとも約1、2、4、または6°互いから角度
的にオフセットされる。
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【００１６】
　釘は、釘の対向する側壁領域の間など、釘を通って横断方向(直交方向または斜め方向)
で延在する、1つ以上の横断方向アパーチャ70、72を画成してもよい。各アパーチャは、
係止(例えば、ねじ付き)または非係止アパーチャであってもよい。近位側アパーチャ70は
、釘の後方領域68によって画成されてもよい。近位側アパーチャは、固定要素がアパーチ
ャを通って延在している状態で、固定要素56の領域を受け入れ、それを取り囲むようにサ
イズ決めされてもよい。近位側アパーチャは、後述するように、固定要素が近位側アパー
チャに入れられる前は、部分的に埋められているかまたは塞がれていてもよい。
【００１７】
　釘はまた、釘の前方領域66を大腿骨の骨幹領域に取り付ける、骨ねじ74など、少なくと
も1つの他の締結具を受け入れる、1つ以上の遠位側の横断方向アパーチャ72を画成しても
よい。釘はさらに、釘の後方境界から釘内へと延在する、軸方向ボア76をさらに画成して
もよい(図4を参照)。軸方向ボア76は、後方領域に入り、後方領域を通って、前方領域に
入るのみであって、釘を完全に貫通しないか、または釘の全長を通るなど、釘の長さの任
意の適切な部分に沿って延在してもよい。いくつかの実施形態では、釘は、2つ以上の近
位側固定要素56を受け入れる、2つ以上の近位側アパーチャを画成してもよい。
【００１８】
　近位側アパーチャ70(および/または固定要素56)は、釘54を横断して、特に、約110°超
過、または約110～150、120～140、もしくは120～130°の鈍角など、釘に対して斜めの角
度で延在してもよい。近位側アパーチャは、円筒状であってもなくてもよく、またはアパ
ーチャに沿って直径が変動してもしなくてもよい。
【００１９】
　近位側アパーチャの壁は、固定要素に接触するように構成されてもされなくてもよい。
例えば、スリーブ78(交換可能にブッシングと呼ばれる)など、少なくとも1つの支承部材
は、アパーチャ内に位置決めおよび/または装着されてもよい(図3および図4を参照)。ス
リーブは、固定要素が釘内で摺動するのを許容した状態で、固定要素に接触してもよい。
スリーブは、釘54と固定要素56との間の分離を維持してもよい。スリーブは、固定要素の
軸体の直径よりもわずかに大きいチャネル79を画成して、スリーブに対する固定要素の角
度配向を実質的に何も変更することなく、固定要素がチャネル79内で摺動できるようにし
てもよい。
【００２０】
　柔軟な部材80は、横断方向アパーチャ70の内部で少なくとも部分的に釘54内に入れられ
てもよく(図2～図4を参照)、固定要素56と別個であってもよい。柔軟な部材は、あるいは
、付勢部材または変形可能な部材として記載されることがある。柔軟な部材80は、図2に6
2および63で示される、釘54に対する固定要素56の角運動を許容する、柔軟な境界面82(変
形可能および/または付勢境界面として記載されることがある)の少なくとも一部を形成す
る。例えば、対象者(移植組織のレシピエント)が立っているときまたは歩いているときな
ど、骨を介して固定要素56の端部に加えられる下向きの力または荷重84は、固定要素56に
トルクを加える。トルクは、柔軟な部材80の変形と、それに伴う固定要素の角度配向の変
化を引き起こすことがある。柔軟な部材の変形によって、股関節に加えられる負荷の一部
が吸収されてもよく、股関節の使用中(歩いているときなど)における負荷の伝達を制御し
和らげる助けとなってもよい。固定要素56は、荷重84に応じて、62で示される内反方向で
その角度配向を変化させてもよい(図2を参照)。取り付けられた大腿骨頭85は固定要素と
ともに移動して、大腿骨頭の内反移動を生じさせることができ、それによって固定要素が
大腿骨頭に対して移動する傾向が低減されてもよい。
【００２１】
　固定要素の角度配向に対する変化は、対象者が移動するにつれて動的であってもよい。
例えば、これらの変化は、対象者が歩くときは周期性であってもよい。固定要素は、荷重
84が加えられると(即ち、関連する大腿骨が対象者の体重を支えているとき)、より垂直な
配向に向かって移動してもよく、荷重84が除去されると(例えば、反対側の大腿骨が対象
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者の体重を支えているとき)、より斜めの配向に戻ってもよい。
【００２２】
　柔軟な境界面82は、固定要素56が、通常の使用中における比較的中立または非負荷の(
「ホーム」)構成から、特に約5もしくは2°未満、および/または少なくとも約0.2、0.5、
もしくは1°などの任意の適切な量で、釘54に対するその角度配向を変化させるのを許容
してもよい。釘から最も遠い固定要素の端部は、通常の使用中における中立もしくは非負
荷の構成から、特に約5mmもしくは2mm未満、または約0.5mmもしくは1mm超過の、最大運動
範囲を有してもよい。
【００２３】
　柔軟な部材(および/または柔軟な境界面)は弾性(交換可能に、伸縮性)であり、即ち、
柔軟な部材(および/または柔軟な境界面)は、変形された後(即ち、変形力/荷重が除去さ
れた後)にその前の形状およびサイズを回復することができる。柔軟な部材(および/また
は柔軟な境界面)の弾性は、エネルギーを貯蔵し、次に貯蔵されたエネルギーを使用して
、荷重が低減または除去されると、中立/非荷重位置または配向に向かって固定要素を押
し戻す。柔軟な部材は粘弾性であってもよい。いくつかの実施形態では、柔軟な部材はば
ねとして記載されてもよい。柔軟な部材は、エネルギーを吸収してクッションとして機能
してもよく、特に立ち上がること、歩くこと、走ることなどによって生じる急な衝撃を吸
収する、機械的ダンパーとして作用することができる。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、柔軟な部材は、非線形の荷重抵抗/吸収を提供してもよい。
例えば、柔軟な部材が変形されると、さらなる変形は次第に困難になることがあり、さら
なる変形に要する荷重は非線形的に増加することがある。柔軟な部材は、単一の材料で形
成されてもよく、または最適な緩衝を提供するために、金属およびポリマーなど、2つ以
上の材料の合成物であってもよい。
【００２５】
　柔軟な部材80は、任意の適切な位置および構造を有してもよい。柔軟な部材は、釘によ
って少なくとも部分的に包含されてもよく、したがって、少なくとも部分的にまたは完全
に、釘54内部および/またはその横断方向アパーチャ内に配設されてもよい。釘の設置前
に柔軟な部材を釘内に完全に入れることによって、固定要素のいずれかの突出する部分に
よる干渉を受けることなく、釘を大腿骨内へと前進させるのが容易になってもよい。柔軟
な部材は、特に、少なくとも部分的にまたは主に固定要素の下(下方)に、少なくとも部分
的にまたは主に固定要素の上(上方)に、またはその両方で配設されてもよい。したがって
、柔軟な部材は、固定要素の軸体部分を挟んでもよく、かつ/または軸体部分を取り囲ん
でもよい。
【００２６】
　柔軟な部材、またはその少なくとも一部分は、釘とは別個であるかまたは釘と連続して
いてもよい。柔軟な部材は、単一の変形可能な要素のみ、または柔軟な部材を集合的に形
成する上側および下側の変形可能な要素86、88など、2つ以上の別個の変形可能な要素を
含んでもよい(図3および図4を参照)。例えば、図示される実施形態では、要素86および88
は、それぞれ固定要素56の上および下に配設される(即ち、要素は集合的に、固定要素の
一部分を上下から挟む)。釘に対する柔軟な部材の運動を制限するため、柔軟な部材およ
び/または各変形可能な要素は、釘に画成された補完的な陥凹部に受け入れられる、突出
するキー90を形成してもよく、またはその逆であってもよい。別の方法として、またはそ
れに加えて、スリーブ78および柔軟な部材80の当接面、ならびに/あるいは柔軟な部材80
および釘54の内壁(横断方向アパーチャ70によって形成される)の当接面は、補完的な表面
形状92、即ち突出部(例えば、かえし/隆起)とそれに対応する刻み目または陥凹部(例えば
、溝)とを有してもよい。補完的な表面形状は、スリーブ78、柔軟な部材80、および/また
は釘54の互いに対する並進移動および/または回転移動を制限してもよい。
【００２７】
　柔軟な部材80は、釘54に対する固定要素56の角運動(および/または角運動の径方向で均
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一なもしくは径方向で不均一な範囲)に対して、径方向で均一なまたは径方向で不均一な
抵抗を提供してもよい。例えば、図示される実施形態では、柔軟な部材80は、固定要素56
の周りで対称的に位置決めされない(図3を参照)。柔軟な部材は、図示されるように、固
定要素56の任意の部分を完全に取り囲まなくてもよく、または固定要素に沿った1つ以上
の位置で、固定要素の周りを完全に延在してもよい。また、柔軟な部材の厚さは、固定要
素の周りで、および/または固定要素に沿って変動しても(もしくはしなくても)よい。図3
では、柔軟な部材80は、スリーブおよび固定要素の上方および下方に位置決めされるが、
スリーブおよび固定要素の対向する側には実質的に位置決めされず、それによって、固定
要素の角運動は、3つの相互に直交する面のうちの1つの面(ここでは、釘54および固定要
素56の長軸によって画成される垂直面)に実質的に拘束される。柔軟な部材はまた、スリ
ーブに沿って変動する厚さを有してもよい。例えば、図示される実施形態では、柔軟な部
材は、釘の内側付近の固定要素の上方よりも下方でより厚いが、この関係は、釘の外側付
近では逆転される(図3および図4を参照)。したがって、柔軟な部材は、図示されるように
、面内の対向する回転方向における固定要素の角運動に対する差動抵抗を提供してもよく
、または両方の回転方向で均等な抵抗を提示してもよい。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、固定要素の角運動は、前額面に実質的に制限されてもよく、
それによって固定要素の前後運動が前額面での運動よりも少なくなる。しかしながら、シ
ステムは、固定要素の前後運動の任意の適切な量を許容するように設計されてもよい。
【００２９】
　固定要素は、角度配向が変化すると固定要素および/または釘に対して固定されるかも
しくは可動であってもよい、枢動軸または回転中心を中心にしてその角度配向を変更して
もよい。枢動軸または回転中心は、釘の内側または外側であってもよい。
【００３０】
　図示される実施形態では、固定要素56は、釘54および固定要素56によって集合的に画成
される第1の面において、第1の面に直交するとともに固定要素56の長軸を包含する第2の
面よりも大きい角運動範囲を有する。また、第1の面内における固定要素56の角運動に対
する抵抗、および/または角運動範囲は、固定要素の中立もしくは非負荷(ホーム)位置か
ら、対向する回転方向(図2の時計方向(固定要素の固定部分の場合、内反)および反時計方
向(固定要素の固定部分の場合、外反))で異なっていてもよい。非負荷の配向から、釘に
対してより直交する配向(図2の時計方向)への固定要素の移動に対する抵抗は、釘に対し
てより直交しない配向(図2の反時計方向)への固定要素の移動に対する抵抗よりも低くて
もよく、またはその逆であってもよい。
【００３１】
　柔軟な部材80および/またはその変形可能な各要素86、88は任意の適切な性質を有して
もよい。柔軟な部材は、例えば、ポリマーで形成されてもよく、エラストマー部材として
説明されてもよい。柔軟な部材は、現場で(例えば、釘の近位側アパーチャ70内および/ま
たはスリーブ78の周りで)形成されてもよく、または釘(および/またはスリーブ)とは別個
に形成され、次に形成後に(例えば、釘の製造中もしくは固定システムを設置する外科処
置中に)釘(および/またはスリーブの周り)に入れられてもよい。変形可能な要素は集合的
に、スリーブ78の周りを不完全に延在して、固定システム50が大腿骨内に設置された後に
、固定要素56の前側および後側にそれぞれ配設される一対のギャップ94a、94bを形成して
もよい(即ち、釘の前側および後側にそれぞれ近付く)。あるいは、柔軟な部材80は固定要
素を円周方向で取り囲んでもよい。
【００３２】
　柔軟な部材の壁厚は均一であってもよく、またはばらついてもよい。例えば、図示され
る実施形態では、変形可能な要素86、88はそれぞれ、アパーチャ70の対向する端部の間で
先細である。上側の変形可能な要素86は(設置後に)釘の解剖学的に内側に向かって先細で
あり、下側の変形可能な要素88は(設置後に)反対方向で、即ち釘の解剖学的に外側に向か
って先細である。
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【００３３】
　固定要素56は、釘54内に部分的かつ摺動可能に配設されるように、また釘の内側から出
て、大腿骨頸部96を通って、大腿骨頭85内へとその中で固定するために延在するように構
成されてもよい(図1を参照)。固定要素は、軸体98と、軸体の前端から内側に延在する骨
固定部分100とを有してもよい。軸体98は、柔軟な境界面82の変形によって生じる軸体の
様々な角度配向で、釘の内部で軸体の長軸に平行に摺動するように構成されてもよい。軸
体は、単一の個片であるか、または大腿骨の内部もしくは外部で組み立てられてもよい、
2つ以上の個片であってもよい。軸体は少なくとも全体的に円筒状であってもよい。軸体
は、軸体が釘および/またはその中のスリーブ内に配設されると、固定要素が固定要素の
長軸を中心にして旋回しないように形作られてもよい。例えば、軸体は、特に、近位側ア
パーチャ70またはその中のスリーブ78によって画成される、対応するもしくは補完的な領
域を係合する、軸体に沿って延在する1つ以上の平坦部、溝102、および/または隆起を有
してもよい。
【００３４】
　固定要素の溝102(または隆起)はさらに、または別の方法として、釘54に接続され(図4
を参照)、固定要素がその長軸を中心にして旋回するのを防ぐように構成された、止めね
じ104などの回転防止要素によって係合されてもよい。止めねじは、釘とねじ込み係合さ
れて、止めねじの前端領域が固定要素56の溝102の1つの中へと突出するように、釘内にお
いて軸線方向で前進可能であってもよい。止めねじは、固定要素がその長軸に沿って外側
および内側の両方で摺動するのを許容してもよく、または内側(もしくは内側および外側
の両方)への摺動を制限してもよい。止めねじはまた、釘に対する固定要素の角度配向に
対する変更が、柔軟な部材の変形に対する変更とは独立して起こらないように制限しても
よい。いくつかの実施形態では、止めねじは、その後端領域から離れる軸線方向に対して
、またその方向で、ばねなどを介して、軸線方向で付勢される前端領域を有してもよい。
この配置では、止めねじの前端領域は、固定要素が釘に対するその角度配向を変更したと
き、溝102の1つの中に留まるように付勢される。
【００３５】
　骨固定部分100は、固定要素を大腿骨頭内で固定させる1つ以上の固定機構を形成するた
め、固定要素56の軸体98よりも幅広であってもよい(またはそうでなくてもよい)。図示さ
れる実施形態では、骨固定部分100は、骨固定部分を大腿骨頭85に取り付ける雄ねじ106を
画成する(図1を参照)。したがって、固定要素はねじであってもよい。他の実施形態では
、骨固定部分100は、特に、大腿骨頭内における固定をもたらす、1つ以上のブレード、フ
ランジ、スパイク、展開可能な鉤爪など、またはそれらの任意の組み合わせを画成しても
よい。
【００３６】
　固定要素56は他の任意の適切な構造を有してもよい。固定要素は、固定要素56および釘
54が両側にかかる少なくとも1つの骨折108を横切ってなど、大腿骨に対して圧迫を加える
ように構成されてもよい(図1を参照)。固定要素は、圧縮ねじおよび/またはドライバに対
する取付けのための雌ねじ110を画成してもよく、ならびに/あるいは固定要素を通って延
在する軸方向ボア112を画成してもよい(図4を参照)。固定要素はまた、固定要素を骨内へ
とねじ込むかもしくは別の方法で押し込むドライバによって係合される、内側および/ま
たは外側ドライバ係合構造114を画成してもよい。ドライバ係合構造は、例えば、少なく
とも1つのスロット、ソケット(例えば、六角ソケット)、外部平坦部(例えば、切子面があ
る六角形の周囲)などであってもよい。
【００３７】
　股関節固定システム50に適切であり得る、近位大腿骨および/または他の骨のための固
定システムのさらなる態様については、セクションVなど、本明細書のいずれかの場所に
、また参照により本明細書に組み込む、2013年12月9日付の米国仮特許出願第61/913,611
号に記載されている。
【００３８】
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II.　骨固定の方法
　このセクションは、本明細書に開示するデバイスのいずれかを使用する、骨固定の例示
的な方法について記載する。このセクションに記載される方法ステップは、任意の適切な
順序および組み合わせで行われてもよく、本明細書のいずれかの場所に記載される他の任
意のステップまたはデバイスの特徴と組み合わされてもよい。
【００３９】
　固定すべき骨が選択されてもよい。骨は、特に、大腿骨または上腕骨であってもよい。
骨は、少なくとも1つの骨折など、少なくとも1つの不連続性を有してもよい。不連続性は
、骨の近位領域に位置してもよい。例えば、不連続性は、骨幹と骨頭との間にほぼ位置し
てもよい。いくつかの実施形態では、骨は、大腿骨の頸部、転子間、および/または転子
貫通領域(1つ以上)を交差する少なくとも1つの骨折を有する、骨折した近位大腿骨であっ
てもよい。したがって、骨折(1つ以上)は、大腿骨頸部、大転子、小転子、骨幹、または
それらの組み合わせと交差してもよい。
【００４０】
　骨は、固定移植組織(交換可能に、固定構造と呼ばれる)の少なくとも一部分を受け入れ
るように準備されてもよい。例えば、固定要素および他の締結具を受け入れる、1つ以上
の穴が骨に穿孔されてもよい。また、必要に応じて、釘を受け入れるため、髄管がアクセ
スされ拡幅されてもよい。さらに、骨折(1つ以上)を軽減するため、骨片が互いに対して
動かされてもよい。皮膚および他の上にある軟組織を通る1つ以上の切開が、骨にアクセ
スするために形成されてもよい。
【００４１】
　釘は、骨に軸線方向で配置されるように選択されてもよい。釘は、固定要素のサイズ、
骨のサイズおよび状態(例えば、骨折もしくは他の不連続性の位置と数)、および/または
他のものに基づいて選択されてもよい。
【００４２】
　釘は、骨ねじなどの1つ以上の締結具を用いて骨に取り付けられてもよい。釘は、骨内
において長手方向で配置されてもよい。
【００４３】
　固定要素の骨固定部分は骨頭に入れられてもよい。例えば、骨固定部分は、特に、トル
ク(即ち、骨固定部分を旋回させることによる)、衝撃力(例えば、固定要素の一部分を叩
く)、またはそれらの組み合わせを加えることによって、骨頭に打ち込まれてもよい。固
定要素の骨固定部分および軸体は、単位体として骨に入れられてもよく、または骨固定部
分が骨内に設置された後、軸体の少なくとも一部が骨に入れられてもよい。
【００４４】
　固定要素の一部分は釘のアパーチャに入れられてもよい。固定要素およびアパーチャは
、少なくとも全体的に互いに対して同軸で、固定要素の軸体が釘の内側から外に延在する
状態で配置されてもよい。釘のアパーチャ内における固定要素の一部分の配置は、固定要
素の固定部分を骨頭に入れる前、その間、および/またはその後に行われてもよい。例示
的な実施形態では、固定要素の固定部分は、釘のアパーチャに通され、近位大腿骨の骨頭
に入れられ、釘が大腿骨に入れられた後、任意に大腿骨に固定される。
【００４５】
　柔軟な部材は、釘と固定要素との間に柔軟な境界面の少なくとも一部を形成するように
選択されてもよい。柔軟な部材は、釘とともに予め組み立てられるかまたは予め形成され
てもよく(即ち、製造中)、そのため、釘の選択によって柔軟な部材も選択される。あるい
は、柔軟な部材(または少なくともその変形可能な要素)は、外科医もしくは助手によって
手術室でなど、製造後に釘/固定要素と動作可能に関連付けられてもよい。
【００４６】
　柔軟な部材は、特に、対象者(移植組織のレシピエント)の体重、年齢、健康状態、適応
度、活動度、またはそれらの組み合わせなど、対象者の1つ以上の特性に基づいて、手術
中に選択されてもよい。患者特異的である柔軟な部材の選択は、対象者に適切な方法で負
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荷の緩衝を変調してもよく、かつ/または有効な治癒のために対象者が必要とする骨折部
位(1つ以上)における微細動の量を最適化してもよい。柔軟な部材は、除去可能/交換可能
な構成要素(1つ以上)の場合、任意の適切な時に釘および/または固定要素と組み合わされ
てもよい。したがって、柔軟な部材の選択は、釘に挿入される柔軟な部材および/または
その変形可能な要素を選択することを含んでもよく、ならびに/あるいは、異なる柔軟な
部材(例えば、変形に対する異なる抵抗を有する)を包含する一連の釘から、適切な柔軟な
部材をすでに包含している釘を選択することを含んでもよい。
【００４７】
　切開(1つ以上)は移植組織の上で閉じられてもよい。移植組織は、恒久的に適所に残さ
れてもよく、または骨が治癒した後に除去されてもよい。
【００４８】
III.　システム構成要素の組成
　このセクションは、股関節固定システムの構成要素の構造に関する例示的な材料につい
て記載する。
【００４９】
　釘、固定要素(および/または他の締結具)、ならびに柔軟な部材/柔軟な境界面は、任意
の適切な生体適合性材料(1つ以上)で形成されてもよい。釘、固定要素、および/または柔
軟な部材(および/またはその変形可能な要素)に適切であり得る、例示的な生体適合性材
料としては、(1)金属(例えば、チタンもしくはチタン合金、コバルトおよびクロムを含む
合金(コバルトクロム)、ステンレス鋼など)、(2)プラスチック/ポリマー(例えば、超高分
子量ポリエチレン(UHMWPE)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、ポリメチルメタクリレート(PM
MA)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ナイロ
ン、ポリプロピレン、および/もしくはPMMA/ポリヒドロキシエチルメタクリレート(PHEMA
))、(3)合成材料(例えば、炭素繊維および/もしくはセラミックを含有するポリマーマト
リックス(PEEKなど))、(4)生体再吸収性(生体吸収性)材料またはポリマー(例えば、α-ヒ
ドロキシカルボン酸のポリマー(例えば、ポリ乳酸(PLLA、PDLLA、および/もしくはPDLAな
ど)、ポリグリコール酸、ラクチド/グリコリドコポリマーなど)、ポリジオキサノン、ポ
リカプロラクトン、ポリトリメチレンカーボネート、ポリエチレンオキシド、ポリ-β-ヒ
ドロキシブチラート、ポリ-β-ヒドロキシプロピナート、ポリ-δ-バレロラクトン、他の
生体再吸収性ポリエステルなど)、ならびに/あるいはその他のものが挙げられる。
【００５０】
　例示的な実施形態では、釘は金属で形成され、固定要素のすべてまたは一部は金属で形
成され、柔軟な部材/柔軟な境界面は金属(例えば、ばね鋼)、ポリマー(例えば、エラスト
マー(熱可塑性ポリウレタンなど))、またはそれらの組み合わせで形成される。いくつか
の実施形態では、柔軟な部材/柔軟な境界面は、例えば、金属部分(例えば、コアもしくは
基部)およびポリマー部分(例えば、金属部分上に配設されるコーティング)を含んでもよ
い。ポリマー部分は、形成中に(ポリマー部分を金属部分上にオーバーモールディングす
ること、および/またはポリマー部分を金属部分と釘との間に成型することなどによって)
、あるいは形成後に(接着剤、ボンディングなどを用いて)金属部分に取り付けられてもよ
い。
【００５１】
IV.　キット
　固定システムは、構成要素の少なくとも1つに対する2つ以上の異なる選択肢を備えたシ
ステムまたはキットとして提供されてもよい。例えば、システム/キットは、異なるサイ
ズおよび/または形状の2つ以上の釘、異なるサイズ(例えば、異なる長さ/直径)および/ま
たは形状の2つ以上の固定要素、ならびに/あるいは異なる変形性(例えば、一対の直交面
内における異なる可撓性/剛性、運動範囲、相対的変形性など)の2つ以上の柔軟な部材を
含んでもよい。2つ以上の柔軟な部材は、釘に挿入可能であってもよく、またはそれぞれ
の釘に予め取り付けられてもよく、それによって釘は、互いに区別可能な変形性を備えた
柔軟な部材の組を形成する。
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【００５２】
V.　実施例
　以下の実施例は、例示的な股関節固定デバイス、およびデバイスを設置して近位大腿骨
を固定する方法を含む、本開示の選択された態様および実施形態について記載する。これ
らの実施例それぞれに記載するデバイスの構成要素、態様、および特徴は、任意の適切な
組み合わせで、互いに、かつ上述したデバイスと組み合わされてもよい。これらの実施例
は、例証のためのものであり、本開示の全範囲を限定するものではない。
【００５３】
(実施例1)
可撓的に装着されたスリーブを備える股関節固定システム
　この実施例は、柔軟な部材80を介して釘54内に装着され、摺動する固定要素56の一部分
を取り囲む、スリーブ78としての支承部材を有する、例示の股関節固定システム120につ
いて記載する(図5および図6を参照)。
【００５４】
　システム120は、固定システム50に関して上述した要素および特徴の任意の適切な組み
合わせを有してもよい(図1～図4を参照)。例えば、スリーブ78は、スリーブの上方および
下方にそれぞれ配設された一対の変形可能な要素86、88を介して、釘54の近位側アパーチ
ャ70内に装着されてもよい。スリーブ78と変形可能な要素86、88との間の境界面にある補
完的な表面形状92は、変形可能な要素に対するスリーブの滑りを制限してもよい。システ
ム50(例えば、図4を参照)とは対照的に、補完的な表面形状は、変形可能な要素86、88と
横断方向アパーチャ70の壁との間の境界面にはなくてもよく、それによって変形可能な要
素を形成後にアパーチャ70に挿入することが可能になってもよい。下側の変形可能な要素
88は、釘の内側では上側の変形可能な要素86よりも厚く、釘の外側では上側の変形可能な
要素よりも薄くてもよい。他の実施形態では、変形可能な要素86、88は互いと一体的に形
成されてもよい。他の実施形態では、表面形状92は、スリーブ78と変形可能な要素86、88
との間にはなくてもよい。
【００５５】
　スリーブ78は、例えば、金属および/または硬質プラスチックで形成されて、固定要素5
6が軸線方向で摺動するのを容易にしてもよい。スリーブは、釘の近位側アパーチャ70に
完全に収容されるように構成されてもよく、または釘の外側に突出してもよい。スリーブ
は均一な壁厚を有してもよく、または、スリーブに可撓性を付与し、釘内でのスリーブの
保定を改善するため、壁厚は変動してもよい。いくつかの実施形態では、スリーブは、ス
リーブが釘から滑り出るのを防ぐため、その長手方向中央の部分では幅が狭くてもよい。
【００５６】
(実施例2)
釘に収容されたばねを備える股関節固定システム
　この実施例は、ばね142として形成された柔軟な部材80を含む柔軟な境界面82を収容す
る釘54を含む、股関節固定システム140について記載する(図7～図9を参照)。
【００５７】
　股関節固定システム140は、股関節固定システム50および120に関して上述した要素およ
び特徴の任意の適切な組み合わせを有してもよい(図1～図6を参照)。しかしながら、股関
節固定システム140は、変形可能な要素86、88の代わりにばね142を利用してもよく、スリ
ーブ78は省略されてもよい(図8および図9を図3および図4と比較)。したがって、固定要素
56は、アパーチャ70の内壁と摺動可能に接触して位置決めされてもよい(図8および図9を
参照)。
【００５８】
　ばね142は固定要素56の下方に位置してもよい。ばねは、アパーチャ70の壁に画成され
た陥凹部(例えば、スロット)に受け入れられて、ばねをアパーチャ内で保定する、1つ以
上のタブ144を有してもよい。ばねは、離隔された位置で釘によって支持されて、弓ばね(
梁ばねとも呼ばれる)を作り出してもよい。ばねは、離隔された位置のほぼ中間であるば
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ねの中央位置で、固定要素56に接触してもよい。例えば、ばねは、固定要素56の軸体によ
って画成される軸線方向溝102に受け入れられる隆起146を画成して、固定要素が設置後に
その長軸を中心にして旋回しないようにしてもよい。
【００５９】
(実施例3)
釘に対するねじ付きインサートを備える股関節固定システム
　この実施例は、固定要素56の一部分を受け入れるスリーブを提供する別個のインサート
を受け入れる釘54を含む、例示の股関節固定システムについて記載する。
【００６０】
　インサートは、釘54の近位側アパーチャ70内に配設され、インサートの雄ねじとアパー
チャ0によって画成される雌ねじとの間のねじ込み係合などを用いて、釘に取り付けられ
てもよい。固定要素56は、インサートのアパーチャ内を摺動可能に延在してもよい。イン
サートは、柔軟な部材を含むかまたは保持して、柔軟な境界面を作り出してもよい。柔軟
な部材は、インサートの本体とは別個に、または一体的に形成されてもよい。適切であり
得るねじ付きインサートのさらなる態様は、参照により本明細書に組み込む、2013年12月
9日付の米国仮特許出願第61/913,611号に記載されている。
【００６１】
(実施例4)
一体的なスリーブを備える釘
　この実施例は、釘と一体的に形成され、固定要素56を受け入れるようにサイズ決めされ
たスリーブ78を包含する釘54を含む、例示の股関節固定システムについて記載する(図10
～図14を参照)。この実施例の固定システムは、固定システム50、120、および/または140
に関して上述した要素および特徴の任意の適切な組み合わせを含んでもよい。
【００６２】
　図10～図12は、スリーブ78と、釘54と、スリーブ78から釘54までそれぞれ延在する複数
の接続要素162(例えば、支柱)とを含む、例示的な股関節固定システム160を示す。スリー
ブ78、釘54、および接続要素162はすべて、互いに一体的に形成されてもよい。接続要素1
62はそれぞれ可逆的に変形可能である。したがって、接続要素は、柔軟な部材80と、柔軟
な境界面82の少なくとも一部とを集合的に形成する。接続要素はそれぞれ、アパーチャ70
の壁からスリーブ78まで別個に延在し、または接続要素の少なくとも部分集合が、壁とス
リーブ78の中間で互いに接合してもよい。各接続要素162は、アパーチャ70の壁とスリー
ブ78との間の非線形経路(例えば、曲線経路)に沿って延在してもよい。非線形経路は、一
回または複数回、方向を転換および/または反転してもよい。各接続要素162は、アパーチ
ャ70の下側壁もしくは底壁領域から、またはアパーチャ70の上側壁もしくは頂壁領域から
延在してもよい。あるいは、1つ以上の接続要素は、アパーチャの頂壁および底壁領域の
中間であるアパーチャ70の側壁領域から、スリーブまで延在してもよい。接続要素は、接
続要素が互いに対して移動するのを許容する、開口部164と側面を接してもよい。接続要
素は、固定要素56が釘に対するその角度配向を変更すると変形してもよく、互いに結合し
て角度配向の変更を制限し、角度配向のさらなる変更に対する抵抗を増加させてもよい。
【００６３】
　釘54、スリーブ78、および接続要素162は、鋳造もしくは成型されてもよく、または放
電加工、レーザー加工、化学エッチングなどによって、材料を除去することによって一個
片の前駆体から形成されてもよい。
【００６４】
　図13は、股関節固定システム160の変形版である股関節固定システム180を示す(図10～
図12も参照)。より具体的には、変形可能な材料(例えば、エラストマー)が開口部164の部
分集合に入れられて、接続要素162の対の間に変形可能な要素182を作り出している。変形
可能な要素182は、現場で成型されてもよく、または別個に形成され、次に開口部164に挿
入されてもよい。
【００６５】
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　図14は、股関節固定システム160の変形版である別の股関節固定システム200を示す(図1
0～図12も参照)。図示される実施形態では、変形可能な要素182は各開口部164を埋める。
【００６６】
(実施例5)
選択された実施形態I
　この実施例は、釘と摺動する固定要素との間に柔軟な境界面を有する股関節固定システ
ム、および股関節固定のための釘および固定要素を設置する方法の選択された実施形態に
ついて記載する。
【００６７】
　項1　(A)大腿骨に長手方向で入れられるように構成された釘と、(B)大腿骨の骨頭に取
り付けられ、釘に部分的に受け入れられるように構成された固定要素と、(C)釘と固定要
素との間に形成され、柔軟な部材を含む柔軟な境界面とを備え、固定要素が軸線に沿って
摺動可能であり、柔軟な境界面の可逆的な変形によって、軸線が釘に対して移動可能(例
えば、枢動可能)である、股関節固定のためのシステム。
【００６８】
　項2　柔軟な部材が少なくとも1つのばねを含む、項1のシステム。
【００６９】
　項3　少なくとも1つのばねが、コイルばね、梁ばね、および/またはねじりばねを含む
、項2のシステム。
【００７０】
　項4　柔軟な部材が、少なくとも部分的にエラストマーで形成された変形可能な要素を
含み、エラストマーが任意に熱可塑性ポリウレタンを含む、項1～3のいずれかのシステム
。
【００７１】
　項5　柔軟な部材の少なくとも一部分が粘弾性である、項1～4のいずれかのシステム。
【００７２】
　項6　固定要素が、大腿骨の骨頭内に配設されるように構成された固定部分を有し、柔
軟な境界面が、固定部分が中立/非負荷位置から下には移動できるが上には移動できない
ように構成される、項1～5のいずれかのシステム。
【００７３】
　項7　固定要素が非負荷構成から軸線を外れて移動するのに対する抵抗が軸対称ではな
く、任意に、固定要素が前額面内で角度配向を変更するのに対する抵抗が軸対称ではなく
、さらに任意に、前額面内における固定要素の内反角運動に対する抵抗が、固定要素の外
反角運動に対する抵抗よりも低い、項1～6のいずれかのシステム。
【００７４】
　項8　固定要素が1つの面内でのみ角移動可能である、項7のシステム。
【００７５】
　項9　固定要素が長軸を画成し、柔軟な境界面が、長軸を包含し前額面に直交して配置
される第2の面内よりも、前額面内において、角運動に対する固定要素の抵抗を高くする
ように構成される、項7のシステム。
【００７６】
　項10　固定要素が長軸を画成し、柔軟な境界面が、長軸を包含し前額面に直交して配向
される第2の面内よりも、前額面内において、角運動のより広い範囲を固定要素が有する
ことを可能にする、項1～7および9のいずれかのシステム。
【００７７】
　項11　釘および固定要素が第1の面を集合的に画成し、固定要素が、第1の面内、および
長軸を包含し第1の面に直交する第2の面内で角運動することができる、項1～7、9、およ
び10のいずれかのシステム。
【００７８】
　項12　少なくとも部分的に釘内に配設され、固定要素と同軸で配置されるスリーブをさ
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らに備える、項1～11のいずれかのシステム。
【００７９】
　項13　柔軟な部材が、スリーブと釘の内壁領域との間で、少なくとも部分的に釘内に配
設される、項12のシステム。
【００８０】
　項14　柔軟な部材の第1の変形可能な要素が、スリーブと釘によって画成されるアパー
チャの上側内壁領域との間に配設され、柔軟な部材の第2の変形可能な要素がスリーブと
アパーチャの下側内壁領域との間に配設される、項13のシステム。
【００８１】
　項15　柔軟な部材が固定要素の長軸と同軸で配置される、項1～14のいずれかのシステ
ム。
【００８２】
　項16　柔軟な部材が、複数の開口部を画成する変形可能な要素を含む、項1～15のいず
れかのシステム。
【００８３】
　項17　複数の開口部を画成する変形可能な要素が、内側スリーブと、外側スリーブと、
内側および外側スリーブを互いに対して接続する複数の接続要素とを含む、項16のシステ
ム。
【００８４】
　項18　固定要素が内側スリーブを通って延在するように構成される、項17のシステム。
【００８５】
　項19　柔軟な部材が、釘と一体的に形成された変形可能な要素を含む、項1のシステム
。
【００８６】
　項20　釘と一体的に形成された変形可能な要素が、スリーブと、スリーブを釘に接続す
る複数の接続要素とを含む、項19のシステム。
【００８７】
　項21　釘が、固定要素が中で摺動するアパーチャを画成し、アパーチャのサイズおよび
/または形状が、固定要素によって加えられる変形力に応じて可変である、項1～20のいず
れかのシステム。
【００８８】
　項22　(A)大腿骨に長手方向で入れられる釘と、(B)大腿骨の骨頭に取り付けられ、釘を
通って延在する軸線上で固定要素が釘に対して摺動可能であるようにして、釘に部分的に
受け入れられるように構成され、固定要素および釘の中間で動作可能な柔軟な境界面が可
逆的に変形することによって、軸線が移動可能(例えば、枢動可能)である、固定要素とを
備える、股関節固定のためのシステム。
【００８９】
　項23　釘が本体を有し、柔軟な境界面が本体と連続している、項22のシステム。
【００９０】
　項24　(A)大腿骨内に長手方向で釘を配設するステップと、(B)固定要素が釘から大腿骨
の骨頭まで延在するようにして、固定要素を大腿骨内に配設するステップとを含み、固定
要素が、軸線に沿って摺動可能であり、固定要素と釘の中間にある柔軟な境界面の変形に
よって角移動可能である、股関節固定の方法。
【００９１】
　項25　釘および固定要素を受け入れる対象者の1つ以上の特性に基づいて、柔軟な境界
面の少なくとも1つの交換可能である変形可能な要素を選択するステップをさらに含む、
項24の方法。
【００９２】
　項26　1つ以上の特性が対象者の体重を含む、項25の方法。
【００９３】
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　項27　選択するステップの後に、釘内に少なくとも1つの変形可能な要素を配設するス
テップをさらに含む、項25または26の方法。
【００９４】
(実施例6)
選択された実施形態II
　この実施例は、釘と摺動する固定要素との間に柔軟な境界面を有する、釘に基づく股関
節固定システム、および股関節固定のための釘および固定要素を設置する方法のさらなる
選択された実施形態について記載する。
【００９５】
　項1　(A)対象者の近位大腿骨に長手方向で入れられるように構成された髄内釘と、(B)
近位大腿骨に入れられ、釘を横断方向で通り、それによって固定要素がその長軸に沿って
釘内で摺動可能であり、釘から出て近位大腿骨の骨頭まで延在し、骨頭内で固定されるよ
うに構成された、固定要素と、(C)釘内に位置し、釘および固定部材が対象者の近位大腿
骨に埋め込まれた後に対象者によって近位大腿骨の骨頭に加えられる負荷に応じて可逆的
に変形して、釘に対する固定要素の角度配向を可逆的に変更する、柔軟な部材とを備える
、股関節固定のためのシステム。
【００９６】
　項2　柔軟な部材がエラストマーを含む、項1のシステム。
【００９７】
　項3　エラストマーが粘弾性である、項2のシステム。
【００９８】
　項4　釘がアパーチャを画成し、釘のアパーチャ内に位置するとともに、固定要素の一
部分を取り囲み、固定要素がスリーブ内を長手方向で摺動するのを許容するように構成さ
れた、スリーブをさらに備える、項1～3のいずれかのシステム。
【００９９】
　項5　スリーブおよび釘が互いとは別個に形成される、項4のシステム。
【０１００】
　項6　柔軟な部材の少なくとも一部分が、スリーブとアパーチャの壁との間に配設され
る、項4または5のシステム。
【０１０１】
　項7　スリーブおよび柔軟な部材が互いに異なる材料で形成される、項5のシステム。
【０１０２】
　項8　スリーブが金属で形成され、柔軟な部材がポリマーを含む、項4～7のいずれかの
システム。
【０１０３】
　項9　柔軟な部材が釘とスリーブとの間にその場形成される、項5～8のいずれかのシス
テム。
【０１０４】
　項10　柔軟な部材およびスリーブが、柔軟な部材およびスリーブの互いに対する移動を
制限する補完的な表面形状を有する、項4～9のいずれかのシステム。
【０１０５】
　項11　釘が、柔軟な部材が中に装着されるアパーチャを画成する、項1～10のいずれか
のシステム。
【０１０６】
　項12　柔軟な部材およびアパーチャの壁が、柔軟な部材のアパーチャからの除去を制限
する補完的な表面形状を有する、項11のシステム。
【０１０７】
　項13　柔軟な部材が、互いに別個に形成された一対の変形可能な要素を含む、項1～12
のいずれかのシステム。
【０１０８】
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　項14　柔軟な部材がばねを含む、項1～13のいずれかのシステム。
【０１０９】
　項15　柔軟な部材の少なくとも一部分が釘と連続している、項1のシステム。
【０１１０】
　項16　固定要素が、固定要素を大腿骨の骨頭内で固定させる雄ねじを有する、項1～15
のいずれかのシステム。
【０１１１】
　項17　(A)近位大腿骨に長手方向で入れられ、横断方向アパーチャを画成するように構
成された髄内釘と、(B)釘の横断方向アパーチャ内に装着されたスリーブと、(C)近位大腿
骨に入れられ、スリーブを横断方向で通るように構成され、それによってねじがその長軸
に沿ってスリーブ内で摺動可能であり、釘を出て近位大腿骨の骨頭まで延在して骨頭とね
じ込み係合される、ねじと、(D)スリーブとアパーチャの壁との間で釘内に位置し、ねじ
の配置後に近位大腿骨の骨頭に加えられる負荷に応じて可逆的に変形して、釘に対する固
定要素の角度配向を可逆的に変更する、柔軟な部材とを備える、股関節固定のためのシス
テム。
【０１１２】
　項18　(A)髄内釘を長手方向で対象者の近位大腿骨に入れるステップと、(B)固定要素を
近位大腿骨内へと横断方向で、かつ釘を通して横断方向で入れ、それによって固定要素が
その長軸に沿って釘内で摺動可能であり、釘を出て近位大腿骨の骨頭まで延在し、骨頭内
で固定される、ステップとを任意の順序で含み、柔軟な部材が、釘内に位置し、固定要素
を配置した後に対象者によって近位大腿骨の骨頭に加えられる負荷に応じて可逆的に変形
して、釘に対する固定要素の角度配向を可逆的に変更するように構成される、股関節固定
の方法。
【０１１３】
　項19　対象者の1つ以上の特性に基づいて柔軟な部材を選択するステップをさらに含み
、柔軟な部材が、互いに対して異なる変形性を有する2つ以上の柔軟な部材の組から選択
される、項18の方法。
【０１１４】
　項20　2つ以上の異なる柔軟な部材の組が、2つ以上の異なる柔軟な部材の1つをそれぞ
れ包含する2つ以上の釘の組によって提供される、項19の方法。
【０１１５】
　上述した開示は、独立した有用性を有する複数の別個の発明を包含してもよい。これら
の発明をそれぞれその好ましい形態で開示してきたが、多数の変形が可能であるために、
本明細書に開示し例証するそれらの具体的な実施形態は限定的な意味で見なされるべきで
はない。本発明の主題は、本明細書に開示する様々な要素、特徴、機能、および/または
性質のすべての新規かつ非自明の組み合わせおよび下位組み合わせを含む。以下の特許請
求の範囲は、新規かつ非自明であると見なされる特定の組み合わせおよび下位組み合わせ
を特定して指摘する。特徴、機能、要素、および/または性質の他の組み合わせおよび下
位組み合わせで具体化される発明は、本出願または関連出願による優先権を主張する出願
において特許請求されていることがある。かかる特許請求の範囲も、異なる発明または同
じ発明のどちらを対象にしているかにかかわらず、また元の特許請求の範囲よりも広い範
囲、狭い範囲、等しい範囲、または異なる範囲であるかにかかわらず、本開示の発明の主
題に含まれるものと見なされる。さらに、特定された要素に対する第1、第2、または第3
などの序数は、要素同士を区別するために使用され、別の具体的な記述がない限り、かか
る要素の特定の位置または順序を示すものではない。
【符号の説明】
【０１１６】
　　50　股関節固定システム
　　52　近位大腿骨
　　54　髄内釘
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　　56　固定要素
　　58　運動矢印
　　60　軸線
　　62　仮想輪郭線
　　63　運動矢印
　　64　髄管
　　66　前方領域
　　68　後方領域
　　70　アパーチャ
　　72　アパーチャ
　　74　骨ねじ
　　76　軸方向ボア
　　78　スリーブ
　　79　チャネル
　　80　柔軟な部材
　　82　柔軟な境界面
　　84　荷重
　　85　大腿骨頭
　　86　変形可能な要素
　　88　変形可能な要素
　　90　キー
　　92　表面形状
　　94a　ギャップ
　　94b　ギャップ
　　96　大腿骨頸部
　　98　軸体
　　100　骨固定部分
　　102　溝
　　104　止めねじ
　　106　雄ねじ
　　108　骨折
　　110　雌ねじ
　　112　軸方向ボア
　　114　ドライバ係合構造
　　120　股関節固定システム
　　140　股関節固定システム
　　142　ばね
　　144　タブ
　　146　隆起
　　160　股関節固定システム
　　162　接続要素
　　164　開口部
　　180　股関節固定システム
　　182　変形可能な要素
　　200　股関節固定システム
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