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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の(a)及び(b)：
　　(a)患者固有の係合表面を含む本体部分であって、前記係合表面が、患者の生体構造
の対応する登録表面の一つまたは複数の第一の目印と係合するように術前にデザインされ
、かつ該ガイダンスツールを患者の生体構造の登録表面上に位置付けるための係合表面で
ある、本体部分；および
　　(b)患者の生体構造の一つまたは複数の第一の目印に対して一つまたは複数のポジシ
ョンおよび軌道で少なくとも一つの医療器具をガイドするために構成された少なくとも一
つのガイドメカニズム
を含む、処置される患者の生体構造に固有である、組織、骨、または関節操作の際の術中
使用のためのガイダンスツールであって、
　取り外し可能なように前記本体部分に係合する突出部分、及び該突出部分から伸びるポ
インターを含む検証ツールを更に含み、かつ
　前記ポインターが、
　　(i)患者の生体構造上の前記ガイダンスツールのポジションと、
　　(ii)前記少なくとも一つの医療器具が前記少なくとも一つのガイドメカニズムに挿入
された場合の、該少なくとも一つの医療器具のポジションおよび軌道、
のうちの少なくとも一つを検証するために、一つまたは複数の術前に選択された患者の生
体構造上の第二の目印の位置を特定できるように構成されている、
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ガイダンスツール。
【請求項２】
　本体部分が、安定性部分を更に含む、請求項1記載のガイダンスツール。
【請求項３】
　係合表面が、患者の生体構造の登録表面上の一つまたは複数の目印と相補的である形状
を含む、請求項1記載のガイダンスツール。
【請求項４】
　ガイドメカニズムが、ガイドチャネル、および患者の生体構造に対して一つまたは複数
の術前に定義されたポジションおよび軌道で医療器具をガイドするための、該ガイドチャ
ネル内の配置のための対応する機具スリーブを含む、請求項1記載のガイダンスツール。
【請求項５】
　検証ツールが、一つまたは複数の術前に選択された患者の生体構造上の第二の目印に対
するガイダンスツールのずれ値を提供するための、少なくとも一つの目盛付きセクション
を含む、請求項1記載のガイダンスツール。
【請求項６】
　検証ツールが、二つの目盛付きセクションを含み、第一の目盛付きセクションが、縦方
向におけるずれ値を提供し、かつ第二の目盛付きセクションが、半径方向におけるずれ値
を提供する、請求項5記載のガイダンスツール。
【請求項７】
　一つまたは複数の術前に選択された生体構造上の第二の目印に対して術前に定義された
ポジションにおいて、前記検証ツールを調整するために本体部分上にロッキングキーをさ
らに含む、請求項1記載のガイダンスツール。
【請求項８】
　少なくとも一つのガイドメカニズムが、術中使用の間に、少なくとも一つ医療器具の一
つまたは複数の
　　(i)ポジション、
　　(ii)軌道、または
　　(iii)ポジションおよび軌道
を変えるために調節可能である、請求項1記載のガイダンスツール。
【請求項９】
　ガイドメカニズムが、ガイドチャネル、および該ガイドチャネル内に配置するための対
応する再調整スリーブを含み、該再調整スリーブが医療器具のポジションおよび/または
軌道の再調整を提供する、請求項8記載のガイダンスツール。
【請求項１０】
　再調整スリーブが、
　スリーブの中心軸に対する並進オフセット；
　スリーブの中心軸に対する角度付きオフセット；または
　スリーブの中心軸に対する組み合わせられた並進オフセットおよび角度付きオフセット
を用いて設定される、請求項9記載のガイダンスツール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、参照により本明細書に組み入れられる2007年5月14日に出願された米国特許
仮出願第60/917,713号の恩典を主張する。
【０００２】
分野
　本発明は、外科的手法のための患者固有調整およびガイダンスツール、ならびにそのよ
うなツールをデザインすることと関連するソフトウェアに関する。本発明は、患者固有調
整およびガイダンスツールをデザインするためのソフトウェアを使用する術前プロセスに
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も関する。本発明は、患者固有調整およびガイダンスツールが外科的手法の間に使用され
る術中プロセスにも関する。
【背景技術】
【０００３】
背景
　骨および関節外科的手法は、当技術分野において周知である。従来的な外科的技術を改
良するために、イメージングテクノロジーおよびコンピューターが、外科医によって益々
採用され、かつ実施されている。そのようなテクノロジーを開発することにおける一次的
動因は、全体的な精度を維持しながら、または増加させながら、手法の全体的な侵襲性を
軽減することである。
【０００４】
　コンピューター支援手術（CAS）は、現在、さまざまな外科的手法に対して非常に一般
的である。外科医は、外科的手法前や外科的手法中のどちらでも、患者の生体構造を視覚
的にマッピングするためのコンピューター追跡テクノロジーを使用することができる。ま
た、CASは、特定の部位を標的とする際に、補正により高い精度を提供する。また、これ
らの技術は、人工インプラントの最適なサイズおよび位置を決定するために非常に有用で
ある。
【０００５】
　CASの分野における刊行物は、術中手法にて高い正確性および/または精度を証明してい
る；しかしながら、これらのシステムによって、手術がより高コストとなるだけでなく、
手術時間の増加をも付加することとなった。従来のコンピューター支援システムに関連し
て必要となる技術装置は、さらなる外科医や手術室（OR）チームトレーニングを必要とす
る。加えて、すべての病院が、CAS技術へのアクセスを有するわけではない。さらに、外
科医によって、精密な外科手術を行う技量には有意な変動が存在するため、CASの正確性
の利点が、必ずしも患者の帰結に反映されるわけではない。
【０００６】
　外科的手法に対するテンプレートの使用も、当技術分野において公知である。テンプレ
ートは、医療用イメージング技術を使用して準備され得、それらは手術室における手法の
精度を高め得る。しかしながら、そのようなテンプレートの欠点は、提供される調整を、
術中に検証または調節できないことである。
【０００７】
　先述の不利点を考慮して、CASの正確性の利点を外科的調整ツールと関連する精密さ、
再現性、低コスト、および使いやすさの利点とを組み合わせる手法を実施することは、有
益であると考えられる。
【発明の概要】
【０００８】
概要
　一つの局面では、骨または関節手術の際の術中使用のためのガイダンスツールが提供さ
れ、前記ガイダンスツールは、治療される患者の生体構造に固有であり、患者の生体構造
に関連した一つもしくは複数の既定の軌跡で、医療器具をガイドするためのガイド部分と
、患者の生体構造上に前記ガイダンスツールを位置付けるためのガイド部分に取り付けら
れた登録部分とを含み、前記ガイド部分が、必要であれば術中使用の際に、一つまたは複
数の既定の軌跡を変更するために調節され得る。　
【０００９】
　一つの態様において、ガイダンスツールは、患者の生体構造上の、ガイダンスツールの
正しいポジションを機械的に検証するための検証部分をさらに含む。
【００１０】
　さらなる局面では、患者の生体構造の3-D表面モデルを作り出す段階、ピン配置に対す
る軌道を術前に決定するために患者の生体構造の3-D表面モデルを使用する段階、患者の
生体構造に対して既定の軌道でピン配置をガイドするためのガイド部分と、患者の生体構
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造上にガイダンスツールを位置付けるための該ガイド部分に取り付けられる登録部分を提
供する、患者の生体構造に対して登録するための仮想ガイダンスツールとをデザインする
段階、患者の生体構造の3-D表面モデルを使用して患者生体構造上のガイダンスツールの
適合、サイズ、および/またはデザインを術前に査定する段階、ならびに、正しい適合を
達成するために必要に応じてガイダンスツールのデザインを調節する段階を含む、処置さ
れる患者の生体構造に固有である、骨または関節手術の間の術中使用のためのガイダンス
ツールをデザインするための術前プロセスが提供される。
【００１１】
　別の局面では、ピン配置に対する既定の軌道を確立するガイド部分を提供する、患者の
生体構造に対してデザインされているガイダンスツールを生体構造上に直接的に置く段階
、ガイダンスツールのガイド部分によって統制される既定の軌道を査定する段階、該ピン
の最適な配置を達成するためにガイド部分への調節が必要かどうかを決定する段階、およ
び必要であれば該ピンの最適な配置のための代わりの軌道を達成するために該ガイダンス
ツールのガイド部分を調節する段階を含む、術前にデザインされた患者固有ガイダンスツ
ールを使用して骨または関節手術を容易にする方法が提供される。
【００１２】
　さらなる局面では、ピン配置に対する既定の軌道を確立するガイド部分および患者の生
体構造上のガイダンスツールの正しいポジションを機械的に検証するための検証部分を有
する、患者の生体構造に対してデザインされているガイダンスツールを術中に生体構造上
に直接的に置く段階、および患者の生体構造上のガイダンスツールの正しいポジションを
機械的に検証するために検証部分を使用する段階を含む、術前にデザインされた患者固有
ガイダンスツールの正しい配置を検証する方法が提供される。
【００１３】
　ある局面では、
　本体部分と
　患者の生体構造の対応する登録表面上にガイダンスツールを位置付けるための、該本体
部分上に提供される係合表面と
　術中使用の際に必要であれば、一つまたは複数の術前に定義された軌道を変えるために
調節可能である、患者の生体構造に対して一つまたは複数の術前に定義された軌道で少な
くとも一つの医療器具をガイドするための、該本体部分上に提供される少なくとも一つの
ガイドメカニズム
とを含む、処置される患者の生体構造に固有である、骨または関節手術の間の術中使用の
ための術前にデザインされたガイダンスツールが提供される。
【００１４】
　別の局面では、
　患者の生体構造の3-D表面モデルを作り出す段階；
　骨または関節操作の間の少なくとも一つの医療器具の軌道を術前に決定するために患者
の生体構造の3-D表面モデルを使用する段階；
　患者の生体構造に対して術前に定義された軌道で該骨または関節操作の間に該少なくと
も一つの医療器具をガイドするためのガイドメカニズムおよび患者の生体構造上に少なく
とも一つのガイダンスツールのポジション登録を提供する係合表面を提供する、患者の生
体構造に対して登録するための少なくとも一つのガイダンスツールをデザインする段階；
および
　患者の生体構造の3-D表面モデルを使用して患者生体構造上の少なくとも一つのガイダ
ンスツールの適合、サイズ、およびデザインを術前に査定し、正しい適合を達成するため
に必要に応じて少なくとも一つのガイダンスツールのデザインを調節する段階
を含む、処置される患者の生体構造に固有である、骨または関節手術の際の術中使用のた
めの少なくとも一つのガイダンスツールをデザインするための術前プロセスが提供される
。
【００１５】
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　さらなる局面では、
　患者の生体構造上のガイダンスツールのポジション登録を提供する係合表面および患者
の生体構造に対して術前に定義された軌道で骨または関節操作の間に少なくとも一つの医
療器具をガイドするためのガイドメカニズムを提供する、患者の生体構造に対してデザイ
ンされているガイダンスツールを生体構造上に直接的に置く段階；
　患者の生体構造上のガイダンスツールのポジションを査定する段階；
　ガイダンスツールのガイドメカニズムによって統制される術前に定義された軌道を査定
する段階；
　該少なくとも一つの医療器具の最適な軌道を達成するためにガイドメカニズムへの調節
が必要かどうかを決定する段階；および
　必要であれば、該少なくとも一つの医療器具に対する代わりの軌道を達成するために該
ガイダンスツールのガイドメカニズムを調節する段階
を含む、術前にデザインされた患者固有ガイダンスツールを使用して骨または関節手術を
容易にする方法が提供される。
【００１６】
　さらにさらなる局面では、
　少なくとも一つの医療器具に対する術前に定義された軌道を確立するガイドメカニズム
および患者の生体構造上のガイダンスツールの正しいポジションを機械的に検証するため
の検証ツールを有する、患者の生体構造に対してデザインされているガイダンスツールを
術中に生体構造上に直接的に置く段階；および
　患者の生体構造上のガイダンスツールの正しいポジションを機械的に検証するために検
証ツールを使用する段階
を含む、術前にデザインされた患者固有ガイダンスツールにおいて軌道を再調整する方法
が提供される。
【００１７】
　さらに別の局面では、
　少なくとも一つの医療器具に対する術前に定義された軌道を確立するガイドメカニズム
および患者の生体構造上のガイダンスツールの正しいポジションを機械的に検証するため
の検証ツールを有する、患者の生体構造に対してデザインされているガイダンスツールを
術中に生体構造上に直接的に置く段階；および
　患者の生体構造上のガイダンスツールの正しいポジションを機械的に検証するために検
証ツールを使用する段階
を含む、術前にデザインされた患者固有ガイダンスツールの正しい配置を検証する方法が
提供される。
【００１８】
　さらなる局面では、
　本体部分と
　患者の生体構造の対応する登録表面上にガイダンスツールを位置付けるための、該本体
部分上に提供される係合表面と
　患者の生体構造に対して一つまたは複数の術前に定義されたポジションおよび軌道で少
なくとも一つの医療器具をガイドするための、該本体部分上に提供される少なくとも一つ
のガイドメカニズムであって、術中使用の際に必要であれば、一つまたは複数の術前に定
義されたポジションおよび軌道を変えるために調節可能である、ガイドメカニズム
とを含む、処置される患者の生体構造に固有である、組織または関節操作の間の術中使用
のための術前にデザインされたガイダンスツールが提供される。
【００１９】
　いくつかの態様において、本体部分は、ガイド部分および登録部分を含み、該少なくと
も一つのガイドメカニズムおよび該係合表面の各々が、該ガイド部分および該登録部分の
少なくとも一つの上に提供される。
【００２０】
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　いくつかの態様において、該本体部分は、安定性部分をさらに含む。
【００２１】
　いくつかの態様において、該本体部分上の該係合表面は、患者の生体構造を考慮して不
連続である。
【００２２】
　いくつかの態様において、該係合表面は、患者の生体構造の該登録表面上に見出された
特徴的な生体構造的目印と相補的である形状を含む。
【００２３】
　いくつかの態様において、ガイダンスツールは、患者の生体構造上のガイダンスツール
のポジションを検証するための検証ツールをさらに含む。
【００２４】
　いくつかの態様において、ガイダンスツールは、ガイドメカニズムにより提供される少
なくとも一つの医療器具の一つまたは複数のポジションおよび/または軌道を検証するた
めの検証ツールをさらに含む。
【００２５】
　いくつかの態様において、該検証ツールは、ガイダンスツールへの取り付けに対して設
定される。
【００２６】
　いくつかの態様において、該検証ツールは、該ガイドメカニズムへの挿入に対して設定
される。
【００２７】
　いくつかの態様において、該検証ツールは、患者の生体構造上のガイダンスツールのず
れを決定するため、ならびに/または、ガイドメカニズムにより提供される少なくとも一
つの医療器具の一つまたは複数のポジションおよび/もしくは軌道のずれを決定するため
の、少なくとも一つの目盛付きセクションを含む。
【００２８】
　いくつかの態様において、該検証ツールは、ガイダンスツールのずれを決定するための
二つの目盛付きセクションを含み、第一目盛付きセクションは、縦方向におけるずれ値を
提供し、第二目盛付きセクションは、半径方向におけるずれ値を提供する。
【００２９】
　いくつかの態様において、該少なくとも一つの目盛付きセクションは、該ずれを測定す
るための目盛を提供されるスライド式ルーラーである。
【００３０】
　いくつかの態様において、該ガイダンスツールは、選択されたポジションにおいて該検
証ツールを調整するための手段をさらに含む。
【００３１】
　いくつかの態様において、該ガイドメカニズムは、ガイドチャネル、および患者の生体
構造に対して該一つまたは複数の術前に定義されたポジションおよび軌道で該医療器具を
ガイドするための該ガイドチャネル内の配置のための対応する機具スリーブを含む。
【００３２】
　いくつかの態様において、ガイドメカニズムにより提供されるポジションおよび/また
は軌道が調節を必要とする場合、該ガイドメカニズムは、医療器具のポジションおよび/
または軌道の再調整を提供する再調整スリーブを含む。
【００３３】
　いくつかの態様において、該再調整スリーブは、スリーブの中心軸に対する並進オフセ
ットを用いて設定される。
【００３４】
　いくつかの態様において、該再調整スリーブは、スリーブの中心軸に対する角度付きオ
フセットを用いて設定される。
【００３５】
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　いくつかの態様において、該再調整スリーブは、スリーブの中心軸に対する組み合わせ
られた並進オフセットおよび角度付きオフセットを用いて設定される。
【００３６】
　いくつかの態様において、並進オフセットは、中心軸から約0～約5 mmである。
【００３７】
　いくつかの態様において、並進オフセットは、約0.01 mm～約1 mmの範囲のインクリメ
ントで提供される。
【００３８】
　いくつかの態様において、角度付きオフセットは、中心軸に対して約0～約5°である。
【００３９】
　いくつかの態様において、角度付きオフセットは、約0.05°～約1°の範囲のインクリ
メントで提供される。
【００４０】
　別の局面では、
　患者の生体構造の3-D表面モデルを作り出す段階；
　組織または関節操作の間の少なくとも一つの医療器具のポジションおよび軌道を術前に
決定するために患者の生体構造の3-D表面モデルを使用する段階；
　患者の生体構造に対して一つまたは複数の術前に定義されたポジションおよび軌道で該
組織または関節操作の間に該少なくとも一つの医療器具をガイドするためのガイドメカニ
ズムおよび患者の生体構造上に少なくとも一つのガイダンスツールのポジション登録を提
供する係合表面を有する、患者の生体構造に対して登録するための少なくとも一つのガイ
ダンスツールをデザインする段階；および
　患者の生体構造の3-D表面モデル上の少なくとも一つのガイダンスツールを術前に査定
し、正しい適合ならびに少なくとも一つの医療器具の所望のポジションおよび軌道を達成
するために必要に応じて少なくとも一つのガイダンスツールのデザインを調節する段階
を含む、処置される患者の生体構造に固有である、組織または関節操作の際の術中使用の
ための少なくとも一つのガイダンスツールをデザインするための術前プロセスが提供され
る。
【００４１】
　いくつかの態様において、該患者の生体構造の3-D表面モデルは、CT、MRI、X線、およ
び超音波の一つまたは複数によって作り出される。
【００４２】
　いくつかの態様において、該査定は、該患者の生体構造に対する該係合表面上の特徴的
目印の検査に基づく定量的性能指数決定に関与する。
【００４３】
　いくつかの態様において、術前プロセスは、患者の生体構造上の少なくとも一つのガイ
ダンスツールのポジションを検証するための検証ツールと関連して使用される、少なくと
も一つの特徴的な生体構造的目印の同定をさらに含む。
【００４４】
　いくつかの態様において、術前プロセスは、ガイドメカニズムにより提供される少なく
とも一つの医療器具の一つまたは複数のポジションおよび/または軌道を検証するための
検証ツールと関連して使用される、少なくとも一つの特徴的な生体構造的目印の同定をさ
らに含む。
【００４５】
　いくつかの態様において、複数のガイダンスツールが、特定の手法のための術中使用に
対してデザインされる。
【００４６】
　さらなる局面では、
　患者の生体構造上のガイダンスツールのポジション登録を提供する係合表面および患者
の生体構造に対して一つまたは複数の術前に定義されたポジションおよび軌道で組織また
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は関節操作の間に少なくとも一つの医療器具をガイドするためのガイドメカニズムを提供
する、患者の生体構造に対してデザインされているガイダンスツールを患者の生体構造上
に置く段階；
　患者の生体構造上のガイダンスツールのポジションを査定する、ならびに/または、ガ
イドメカニズムにより提供される少なくとも一つの医療器具の一つまたは複数のポジショ
ンおよび/もしくは軌道を査定する段階；
　該少なくとも一つの医療器具の一つまたは複数のポジションおよび軌道を達成するため
にガイドメカニズムへの調節が必要かどうかを決定する段階；および
　必要であれば、該少なくとも一つの医療器具の一つまたは複数の代わりのポジションお
よび/または軌道を達成するために該ガイダンスツールのガイドメカニズムを調節する段
階
を含む、術前にデザインされた患者固有ガイダンスツールを使用して組織または関節操作
を容易にする方法が提供される。
【００４７】
　いくつかの態様において、検証ツールは、患者の生態構造上のガイダンスツールのポジ
ションを検証するために使用される。
【００４８】
　いくつかの態様において、検証ツールは、ガイドメカニズムにより提供される少なくと
も一つの医療器具の一つまたは複数のポジションおよび/または軌道を検証するために使
用される。
【００４９】
　いくつかの態様において、検証は、選択された生体構造的目印を考慮して行われる。
【００５０】
　いくつかの態様において、検証は、術前計画を考慮して行われる。
【００５１】
　いくつかの態様において、検証ツールは、ガイドメカニズムへの挿入に対して設定され
る。
【００５２】
　いくつかの態様において、検証ツールは、患者の生態構造上のガイダンスツールのずれ
を決定するため、ならびに/または、ガイドメカニズムにより提供される少なくとも一つ
の医療器具の一つまたは複数のポジションおよび/もしくは軌道のずれを決定するために
、少なくとも一つの目盛付きセクションを含む。
【００５３】
　いくつかの態様において、検証ツールは、ガイダンスツールのずれを決定するための二
つの目盛付きセクションを含み、第一目盛付きセクションは、縦方向におけるずれ値を提
供し、第二目盛付きセクションは、半径方向におけるずれ値を提供する。
【００５４】
　いくつかの態様において、少なくとも一つの目盛付きセクションは、該ずれを測定する
ための目盛を提供されるスライド式ルーラーである。
【００５５】
　いくつかの態様において、該ガイドメカニズムは、ガイドチャネル、および該ガイドチ
ャンネル内の配置および医療器具の受け入れのための機具スリーブを含み、ガイドメカニ
ズムにより提供されるポジションおよび/または軌道を再調整するための補正は再調整ス
リーブによって達成される。
【００５６】
　いくつかの態様において、該ガイダンスツールは、手動で患者の生体構造上の適所に保
持される。
【００５７】
　いくつかの態様において、該ガイダンスツールは、ピン、スクリュー、ストラップ、ク
ランプ、ジップタイ、および弾性ファスナーからなる群より選択される適した留め具を使
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用して患者の生体構造上の適所に保持される。
【００５８】
　さらにさらなる局面では、
　医療器具の少なくとも一つのポジションおよび軌道を提供するガイドメカニズムと、患
者の生体構造上のガイダンスツールのポジションを検証するため、ならびに/または、ガ
イドメカニズムにより提供されるポジションおよび/もしくは軌道を検証するための検証
ツールとを有する、患者の生体構造に対してデザインされている該ガイダンスツールを術
中に患者の生体構造上に置く段階；および
　患者の生体構造上のガイダンスツールのポジションを検証するため、ならびに/または
、ガイドメカニズムにより提供される医療器具のポジションおよび/もしくは軌道を検証
するために検証ツールを使用する段階
を含む、術前にデザインされた患者固有ガイダンスツールにより確立された医療器具のポ
ジションおよび/または軌道を評価する方法が提供される。
【００５９】
　いくつかの態様において、検証は、選択された生体構造的目印を考慮して行われる。
【００６０】
　いくつかの態様において、検証は、術前計画を考慮して行われる。
【００６１】
　いくつかの態様において、検証ツールは、ガイドメカニズムへの挿入に対して設定され
る。
【００６２】
　いくつかの態様において、ガイドメカニズムにより提供されるポジションおよび/また
は軌道と術前に定義されたポジションおよび/または軌道の間のずれの検出に際して、該
検証ツールはずれを定量するために使用される。
【００６３】
　いくつかの態様において、ずれは、検証ツール上に提供される少なくとも一つの目盛付
きセクションを使用して定量される。
【００６４】
　いくつかの態様において、参照チャート、表、または再調整計算機の少なくとも一つが
、術前に定義されたポジションおよび/または軌道を提供するために、定量されたずれに
基づいて再調整を決定するために使用される。
【００６５】
　いくつかの態様において、参照チャートおよび/または表は、ガイダンスツールおよび
患者の生体構造を考慮して術前計画に基づいて術前に生成される。
【００６６】
　いくつかの態様において、ガイドメカニズムにより提供されるポジションおよび/また
は軌道は、決定された再調整ポジションおよび/または軌道と調和するように調節される
。
【００６７】
　さらにさらなる局局面では、
　本体部分；
　患者の生体構造の対応する登録表面上にガイダンスツールを位置付けるための、該本体
部分上に提供される係合表面；
　患者の生体構造に対して一つまたは複数の術前に定義されたポジションおよび軌道で少
なくとも一つの医療器具をガイドするための、該本体部分上に提供される少なくとも一つ
のガイドメカニズム；および
　患者の生態構造上のガイダンスツールのポジションを検証するため、ならびに/または
、ガイドメカニズムにより提供される少なくとも一つの医療器具の一つまたは複数のポジ
ションおよび/もしくは軌道を検証するための検証ツール
を含む、処置される患者の生体構造に固有である、組織または関節操作の際の術中使用の
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ための術前にデザインされたガイダンスツールが提供される。
【００６８】
　いくつかの態様において、該検証ツールは、該ガイドメカニズムへの挿入に対して設定
される。
【００６９】
　いくつかの態様において、該本体部分は、ガイド部分および登録部分を含み、少なくと
も一つのガイドメカニズムおよび係合表面の各々が、該ガイド部分および該登録部分の少
なくとも一つの上に提供される。
【００７０】
　いくつかの態様において、該本体部分は、安定性部分をさらに含む。
【００７１】
　いくつかの態様において、該本体部分上の該係合表面は、患者の生体構造を考慮して不
連続である。
【００７２】
　いくつかの態様において、該係合表面は、患者の生体構造の登録表面上に見出された特
徴的な生体構造的目印と相補的である形状を含む。
【００７３】
　いくつかの態様において、該検証ツールは、患者の生体構造上のガイダンスツールのず
れを決定するため、ならびに/または、ガイドメカニズムにより提供される一つまたは複
数のポジションおよび/もしくは軌道のずれを決定するための、少なくとも一つの目盛付
きセクションを含む。
【００７４】
　いくつかの態様において、該検証ツールは、ずれ値を提供するための二つの目盛付きセ
クションを含み、第一目盛付きセクションは、縦方向におけるずれ値を提供し、第二目盛
付きセクションは、半径方向におけるずれ値を提供する。
【００７５】
　いくつかの態様において、少なくとも一つの目盛付きセクションは、ずれを測定するた
めの目盛を提供されるスライド式ルーラーである。
【００７６】
　いくつかの態様において、ガイダンスツールは、選択されたポジションにおいて該検証
ツールを調整するための手段をさらに含む。
【００７７】
　いくつかの態様において、該ガイドメカニズムは、ガイドチャネル、および患者の生体
構造に対して一つまたは複数の術前に定義されたポジションおよび軌道で医療器具をガイ
ドするための該ガイドチャネル内の配置および医療器具の受け入れのための機具スリーブ
を含む。
【００７８】
　いくつかの態様において、ガイドメカニズムにより提供されるポジションおよび/また
は軌道が調節を必要とする場合、ガイドメカニズムは再調整スリーブを含み、該再調整ス
リーブは医療器具のポジションおよび/または軌道の再調整を提供する。
【００７９】
　いくつかの態様において、該再調整スリーブは、スリーブの中心軸に対する並進オフセ
ットを用いて設定される。
【００８０】
　いくつかの態様において、該再調整スリーブは、スリーブの中心軸に対する角度付きオ
フセットを用いて設定される。
【００８１】
　いくつかの態様において、該再調整スリーブは、スリーブの中心軸に対する組み合わせ
られた並進オフセットおよび角度付きオフセットを用いて設定される。
【００８２】
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　別の局面では、
　患者の生体構造上のガイダンスツールのポジション登録を提供する係合表面と、患者の
生体構造に対して一つまたは複数の術前に定義されたポジションおよび軌道で組織または
関節操作の間に少なくとも一つの医療器具をガイドするためのガイドメカニズムとを提供
する、患者の生体構造に対してデザインされている該ガイダンスツールを患者の生体構造
上に置く段階
を含む方法であって、さらに、
　(a)患者の生体構造上のガイダンスツールのポジションを査定する、ならびに/または、
ガイドメカニズムにより提供される少なくとも一つの医療器具の一つまたは複数のポジシ
ョンおよび/もしくは軌道を査定する段階；および
　(b)患者の生体構造上のガイダンスツールのポジションを検証するため、ならびに/また
は、ガイドメカニズムにより提供される少なくとも一つの医療器具の一つまたは複数のポ
ジションおよび/もしくは軌道を検証するための検証ツールを使用する段階
の少なくとも一つを含む、術前にデザインされた患者固有ガイダンスツールを使用して組
織または関節操作を容易にする方法が提供される。
【００８３】
　いくつかの態様において、検証は、選択された生体構造的目印を考慮して行われる。
【００８４】
　いくつかの態様において、検証は、術前計画を考慮して行われる。
【００８５】
　いくつかの態様において、検証ツールは、ガイドメカニズムへの挿入に対して適合され
る。
【００８６】
　いくつかの態様において、検証ツールは、患者の生体構造上のガイダンスツールのずれ
を決定するため、ならびに/または、ガイドメカニズムにより提供される少なくとも一つ
の医療器具の一つまたは複数のポジションおよび/もしくは軌道のずれを決定するための
、少なくとも一つの目盛付きセクションを含む。
【００８７】
　いくつかの態様において、検証ツールは、ガイダンスツールのずれを決定するための二
つの目盛付きセクションを含み、第一目盛付きセクションは、縦方向におけるずれ値を提
供し、第二目盛付きセクションは、半径方向におけるずれ値を提供する。
【００８８】
　いくつかの態様において、少なくとも一つの目盛付きセクションは、ずれを測定するた
めの目盛を提供されるスライド式ルーラーである。
【００８９】
　いくつかの態様において、該ガイドメカニズムは、ガイドチャネル、および該ガイドチ
ャネル内の配置および医療器具の受け入れのための機具スリーブを含む。
【００９０】
　いくつかの態様において、該ガイドメカニズムは、ガイドチャネル、およびガイドチャ
ネル内の配置および医療器具の受け入れのための機具スリーブを含み、ガイドメカニズム
により提供されるポジションおよび/または軌道を再調整するための補正が再調整スリー
ブによって達成される。
【００９１】
[請求項101]
以下を含む、処置される患者の生体構造に固有である、骨または関節手術の際の術中使用
のための術前にデザインされたガイダンスツール:
本体部分;
患者の生体構造の対応する登録表面上に該ガイダンスツールを位置付けるための、該本体
部分上に提供される係合表面;および
患者の生体構造に対して一つまたは複数の術前に定義された軌道で少なくとも一つの医療



(12) JP 5523308 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

器具をガイドするための該本体部分上に提供される少なくとも一つのガイドメカニズムで
あって、術中使用の間に必要であれば、一つまたは複数の術前に定義された軌道を変える
ために調節可能である、ガイドメカニズム。
[請求項102]
本体部分が、ガイド部分および登録部分を含み、少なくとも一つのガイドメカニズムおよ
び係合表面の各々が、該ガイド部分および該登録部分の少なくとも一つの上に提供される
、請求項101記載のガイダンスツール。
[請求項103]
本体部分が、安定性部分をさらに含む、請求項102記載のガイダンスツール。
[請求項104]
本体部分上の係合表面が、患者の生体構造を考慮して不連続である、請求項101記載のガ
イダンスツール。
[請求項105]
係合表面が、患者の生体構造の登録表面上に見出された特徴的な生体構造的目印と相補的
である形状を含む、請求項101記載のガイダンスツール。
[請求項106]
術前に選択された生体構造的目印を考慮して、患者の生体構造上のガイダンスツールの正
しいポジションを機械的に検証するための取り外し可能な検証ツールをさらに含む、請求
項101記載のガイダンスツール。
[請求項107]
検証ツールが、ガイドメカニズムへの挿入に対して設定される、請求項106記載のガイダ
ンスツール。
[請求項108]
検証ツールが、一つまたは複数の術前に定義された軌道に対するガイダンスツールのずれ
を決定するための少なくとも一つの目盛付きセクションを含む、請求項106記載のガイダ
ンスツール。
[請求項109]
検証ツールが、患者の生体構造に対するずれ値を提供するための二つの目盛付きセクショ
ンを含み、第一目盛付きセクションが、縦方向におけるずれ値を提供し、第二目盛付きセ
クションが、半径方向におけるずれ値を提供する、請求項108記載のガイダンスツール。
[請求項110]
少なくとも一つの目盛付きセクションが、ずれを測定するための目盛を提供されるスライ
ド式ルーラーである、請求項108記載のガイダンスツール。
[請求項111]
あらかじめ選択された生体構造的目印との比較のために、術前に定義されたポジションに
おいて検証ツールを調整するための、本体部分上に提供されるロッキングキーをさらに含
む、請求項106記載のガイダンスツール。
[請求項112]
ガイドメカニズムが、ガイドチャネルおよび患者の生体構造に対して一つまたは複数の術
前に定義された軌道で医療器具をガイドするための該ガイドチャネル内の配置のための対
応する機具スリーブを含む、請求項101記載のガイダンスツール。
[請求項113]
確立された軌道に調節を必要とする場合、ガイドメカニズムが、器具スリーブの代わりに
使用され、器具の軌道の再調整を提供する再調整スリーブを含む、請求項112記載のガイ
ダンスツール。
[請求項114]
再調整スリーブが、スリーブの中心軸に対する並進オフセットを用いて設定される、請求
項113記載のガイダンスツール。
[請求項115]
再調整スリーブが、スリーブの中心軸に対する角度付きオフセットを用いて設定される、
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請求項113記載のガイダンスツール。
[請求項116]
再調整スリーブが、スリーブの中心軸に対する組み合わせられた並進オフセットおよび角
度付きオフセットを用いて設定される、請求項113記載のガイダンスツール。
[請求項117]
並進オフセットが、中心軸から約0～約5 mmである、請求項114記載のガイダンスツール。
[請求項118]
並進オフセットが、約0.01 mm～約1 mmの範囲のインクリメントで提供される、請求項114
記載のガイダンスツール。
[請求項119]
角度付きオフセットが、中心軸に対して約0～約5°である、請求項115記載のガイダンス
ツール。
[請求項120]
角度付きオフセットが、約0.05°～約1°の範囲のインクリメントで提供される、請求項1
15記載のガイダンスツール。
[請求項121]
以下の段階を含む、処置される患者の生体構造に固有である、骨または関節手術の際の術
中使用のための少なくとも一つのガイダンスツールをデザインするための術前プロセス:
患者の生体構造の3-D表面モデルを作り出す段階;
骨または関節操作の間の少なくとも一つの医療器具の軌道を術前に決定するために患者の
生体構造の3-D表面モデルを使用する段階;
患者の生体構造に対して登録するための少なくとも一つのガイダンスツールをデザインす
る段階であり、該少なくとも一つのガイダンスツールが、患者の生体構造に対して一つま
たは複数の術前に定義された軌道で骨または関節操作の間に該少なくとも一つの医療器具
をガイドするためのガイドメカニズムと、患者の生体構造上に該少なくとも一つのガイダ
ンスツールのポジション登録を提供する係合表面とを提供する、段階;および
患者の生体構造の3-D表面モデルを使用して患者生体構造上の少なくとも一つのガイダン
スツールの適合、サイズ、およびデザインを術前に査定し、正しい適合を達成するために
必要に応じて少なくとも一つのガイダンスツールのデザインを調節する段階。
[請求項122]
患者の生体構造の3-D表面モデルが、CT、MRI、X線、および超音波の一つまたは複数によ
って作り出される、請求項121記載の術前プロセス。
[請求項123]
適合の査定が、患者の生体構造に対する係合表面上の特徴的目印の検査に基づく定量的性
能指数決定に関与する、請求項121記載の術前プロセス。
[請求項124]
少なくとも一つのガイダンスツールへの取り付けに対して設定され、患者の生体構造上の
少なくとも一つのガイダンスツールの正しいポジションを機械的に検証するための取り外
し可能な検証ツールと関連して使用される、少なくとも一つの特徴的な生体構造的目印の
同定をさらに含む、請求項121記載の術前プロセス。
[請求項125]
複数のガイダンスツールが、特定の手法のための術中使用に対してデザインされる、請求
項121記載の術前プロセス。
[請求項126]
以下の段階を含む、術前にデザインされた患者固有ガイダンスツールを使用して骨または
関節手術を容易にする方法:
患者の生体構造上の該ガイダンスツールのポジション登録を提供する係合表面と、患者の
生体構造に対して一つまたは複数の術前に定義された軌道で骨または関節操作の間に少な
くとも一つの医療器具をガイドするためのガイドメカニズムとを提供する、患者の生体構
造に対してデザインされている該ガイダンスツールを患者の生体構造上に直接置く段階;
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患者の生体構造上のガイダンスツールのポジションを査定する段階;
ガイダンスツールのガイドメカニズムによって統制される術前に定義された一つまたは複
数の軌道を査定する段階;
該少なくとも一つの医療器具の最適な軌道を達成するためにガイドメカニズムへの調節が
必要かどうかを決定する段階;および
必要であれば、該少なくとも一つの医療器具に対する一つまたは複数の代わりの軌道を達
成するために、該ガイダンスツールのガイドメカニズムを調節する段階。
[請求項127]
ガイダンスツールのガイドメカニズムに合わせられた検証ツールが、術前に定義された軌
道を考慮してガイダンスツールのポジションおよび配向を査定するために使用される、請
求項126記載の方法。
[請求項128]
検証ツールが、一つまたは複数の術前に定義された軌道に対するガイダンスツールのずれ
を決定するための少なくとも一つの目盛付きセクションを含む、請求項127記載のガイダ
ンスツール。
[請求項129]
検証ツールが、患者の生体構造に対するずれ値を提供するための二つの目盛付きセクショ
ンを含み、第一目盛付きセクションが、縦方向におけるずれ値を提供し、第二目盛付きセ
クションが、半径方向におけるずれ値を提供する、請求項128記載のガイダンスツール。
[請求項130]
少なくとも一つの目盛付きセクションが、ずれを測定するための目盛を提供されるスライ
ド式ルーラーである、請求項128記載のガイダンスツール。
[請求項131]
ガイドメカニズムが、ガイドチャネルおよび機具スリーブを含み、軌道を再調整するため
の補正が、補正された軌道を達成するために該機具スリーブの代わりに使用される再調整
スリーブによって提供される、請求項127記載の方法。
[請求項132]
ガイダンスツールが、手によって手動で患者の生体構造上の適所に保持される、請求項12
6記載の方法。
[請求項133]
ガイダンスツールが、ピン、スクリュー、ストラップ、クランプ、ジップタイ、および弾
性ファスナーからなる群より選択される適した留め具を使用して患者の生体構造上の適所
に保持される、請求項126記載の方法。
[請求項134]
ガイダンスツールに対して回転可能である検証ツールが、ガイドメカニズムによって統制
される術前に定義された一つまたは複数の軌道を可視化し、かつ査定するためにさらに使
用される、請求項127記載の方法。
[請求項135]
以下の段階を含む、術前にデザインされた患者固有ガイダンスツールにおいて軌道を再調
整する方法:
少なくとも一つの医療器具に対する少なくとも一つの術前に定義された軌道を確立するガ
イドメカニズムと、患者の生体構造上の該ガイダンスツールの正しいポジションを機械的
に検証するための検証ツールとを有する、患者の生体構造に対してデザインされている該
ガイダンスツールを術中に直接的に患者の生体構造上に置く段階;および
患者の生体構造上のガイダンスツールの正しいポジションを機械的に検証するために検証
ツールを使用する段階。
[請求項136]
ずれの検出に際して、検証ツールが、該検証ツール上に提供される少なくとも一つの目盛
付きセクションを使用して、ずれを定量するために使用される、請求項135記載の方法。
[請求項137]
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ずれの検出に際して、検証ツールが、該検証ツール上に提供される少なくとも二つの目盛
付きセクションを使用して、ずれを定量するために使用される、請求項135記載の方法。
[請求項138]
参照チャート、表、または再調整計算機の少なくとも一つが、術前に定義された軌道に戻
すために、登録されたずれに基づいて正しい再調整軌道を決定するために使用される、請
求項136記載の方法。
[請求項139]
参照チャートおよび/または表が、ガイダンスツールの形状寸法および患者の固有の生体
構造を考慮して術前計画に基づいて術前に生成される、請求項138記載の方法。
[請求項140]
ガイドメカニズムが、計算された再調整軌道と調和するように調節される、請求項138記
載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
　ここで、添付の図面を参照して、ほんの一例として、態様が記載される。
【００９３】
【図１】ヒト股関節の骨格表示である。
【図２】ヒト大腿骨の骨格表示である。
【図３】近位大腿骨および寛骨臼の骨および/または軟組織を示す3-Dコンピューター等表
面モデルである。
【図４】図4aおよび図4bは、中心ピンに対する掘削軌道の確立を示す。
【図５】近位大腿骨および寛骨臼の骨および/または軟組織を示す3-Dコンピューター等表
面モデルであり、仮想大腿骨および寛骨臼部分が、仮想モデルに合わせられる。
【図６】近位大腿骨の骨および/または軟組織を示す3-Dコンピューター等表面モデルであ
り、ガイダンスツールが仮想モデルに合わせられる。
【図７】図7a～7cは、適切なポジションにガイダンスツールを有する大腿骨の透視図であ
り、図7bおよび7cは、大腿骨上のガイダンスツールの正しいポジショニングを検証するた
めに使用される検証ツールを示す。図7dは、大腿骨上のガイダンスツールの正しいポジシ
ョニングを検証するためにガイダンスツールとともに使用される検証ツールの態様の透視
図である。
【図８】図8aおよび8bは、計画された軌道を検証することにおける視覚的補助として使用
される検証ツールの態様の透視図である。
【図９】図9a～9dは、近位大腿骨の骨および/または軟組織を示す3-Dコンピューター等表
面モデルを示し、一連の説明図は、決定されたピン軌道、登録表面、およびこれらの機構
を含むガイダンスツールを示す。
【図１０】ガイダンスツールが適切なポジションにある術中に示される大腿骨の透視図で
ある。
【図１１】図11aおよび11bは、ガイダンスツールが適切なポジションにある大腿骨の透視
図であり、ガイダンスツールは、大腿骨頭へ中心ピンをガイドする用意ができている。
【図１２】図12aは、掘削軌道のずれを図示する。図12bおよび12cは、ガイダンスツール
をともなう使用に対する代わりの掘削スリーブの透視図であり、ガイド穴が中心軸からオ
フセットされている。
【図１３】ガイダンスツールが適切なポジションにある大腿骨の透視図であり、中心ピン
が大腿骨頭へのネジ式挿入のためのドリルスリーブへ挿入されている。
【図１４】ガイダンスツールが、モザイク形成術においてどのように同様に使用され得る
かを示す図式表示である。
【図１５】図15aおよび15bは、ガイダンスツールが、膝のモザイク形成術においてどのよ
うに使用され得るかの説明図を提供する。
【図１６】ガイダンスツールが、橈骨遠位端骨切り術においてどのように同様に使用され
得るかの説明図である。
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【図１７】ガイダンスツールが、人工膝関節置換手術においてどのように同様に使用され
得るかの説明図である。
【図１８】ガイダンスツールが、人工足関節置換手術においてどのように同様に使用され
得るかの説明図である。
【図１９】図19a～19cは、人工足関節置換手術に対する代わりのガイダンスツールを示す
。
【図２０】患者固有ガイダンスツールが患者の特徴的な生体構造に基づいて作り出される
術前計画ステージにおける全般的な段階を示すダイアグラムである。
【発明を実施するための形態】
【００９４】
実例的な態様の説明
　以下の議論は、患者固有ガイダンスツールならびに構築および実施に対する関連方法論
/手法が主に股関節リサーフェシングのフレームワーク内で提示される態様を提示する。
しかしながら、ガイダンスツールおよび関連方法論/手法が、骨および関節外科的適用の
範囲で実施され得ることが理解される。例えば、以下の議論は、足首、膝、および肩手術
、脊椎固定、頭蓋顎顔面手術、骨切り術、骨折処置および固定、脊柱側弯症、手首手術、
ならびにモザイク形成術などであるがそれらに限定されないものにおける使用に対する適
用を見出し得る。したがって、以下の説明は、実例的な態様の例示として意図されており
、例証される特定の態様に説明を限定することを意図していない。
【００９５】
　ピン掘削ガイダンスのための術中コンピューター支援方法を組み入れる先行技術テクノ
ロジーと異なり、以下で議論される態様は、手術の前に始まる個別の患者固有手法を提供
する。方法は、概して、術前計画ステージで開始し、患者の固有の生体構造の仮想3次元
（3-D）等表面モデルが作り出される。具体的には、患者の生体構造は、コンピューター
断層撮影法（CT）、磁気共鳴イメージング（MRI）、超音波、X線などの一つまたは複数に
よる術前医療用イメージングを受ける。このデータを用いて、患者の生体構造の骨および
/または軟組織を示す3-Dコンピューター等表面モデルが制作され、その際に、中心ピン、
ガイドピン、またはその他の外科的道具に対する骨および/またはその他の組織の掘削、
切削、拡掘、リサーフェシング、および/または修正のための位置および/または軌道が、
術前に決定され得る。次いで、固有の患者生体構造および術前に決定された軌道が、術中
に支援するための患者固有ガイダンスツールの製造へ組み込まれる。術前デザインフェー
ズは、好ましくは、適合の質の仮想査定を含み、術前に決定された軌道および患者の生体
構造に対するガイダンスツールのポジション/配向を検証するための検証ツールのデザイ
ンおよび製造をさらに可能にする。
【００９６】
　上で述べられるように、患者固有ガイダンスツールならびに構築および実施に対する関
連方法論/手法（概して、「患者固有手法」と呼ばれる）が、股関節リサーフェシングの
フレームワーク内で本明細書において初めに議論される。股関節リサーフェシングは、よ
り若くより活動的な患者にとって股関節全置換術（THR）に対する魅力的な代替として見
られている比較的新しい手法である。股関節リサーフェシングにおいて、大腿骨頭は、TH
Rにおいてなされるようには置換されず、代わりに大腿骨部分が、大腿骨頭上にインプラ
ントされる。大腿骨部分は、大腿骨頭をカバーする関節軟骨を効果的に置換する金属半球
を含み、大腿骨部分の軸受表面および股関節の関節接合表面の一つを形成する。大腿骨部
分は、大腿骨頭/頸へ挿入される中心ピンも含み、大腿骨部分の正しいポジションを維持
する。その後、半球が、骨盤骨の寛骨臼に位置付けられ、かつライニングを提供する寛骨
臼部分と係合し、股関節のもう一方の関節接合表面を提供する。
【００９７】
　股関節リサーフェシング手法の早期の不具合の最も一般的な原因は、大腿骨頸骨折であ
る。注意深い患者選択が頸骨折のリスクを軽減する可能性があるが、さらなる有意な寄与
因子は、半球大腿骨部分の配向である。大腿骨部分の非最適配向は、大腿骨頸皮質の切痕
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化を引き起こす可能性があり、骨折のリスクを増加させる。また、内反の大腿骨部分の過
剰な傾斜は、骨内でより大きな応力を引き起こす可能性があり、頸骨折のリスクを増大さ
せる。部分のサイズも、早期臨床成功において重要な役割を果たす可能性がある。大腿骨
部分の適当なサイズは、インピンジメントを防ぐのに十分なほど大きいが、寛骨臼の大き
な骨切除を避けるのに十分なほど小さくあるべきである。
【００９８】
　ここで図1に関して、股関節の骨格表示が、概して符番10で示される。股関節20は、大
腿骨24の丸型頭22および骨盤28のカップ様寛骨臼26からなる滑膜関節であり；この関節の
主要な機能は、静的および動的姿勢の両方において体の重さを支持することである。
【００９９】
　大腿骨24は、図2においてより詳細に示される。示されるように、大腿骨24は、本体30
および二つの端へ分けられる。上端32は、頭22、頸36、大転子38、および小転子40を含み
；下端42は、主に、内側顆44および外側顆46を含む。二つの端の間は、フォームが概して
円筒状である本体30（またはシャフト）である。
【０１００】
　ここで図3に関して、本明細書において記載される患者固有手法に従って実行される股
関節リサーフェシングは、患者の固有の股関節生体構造の3-D等表面モデルが作り出され
る術前計画ステージで始まる。示されるように、3-D等表面モデル50は、患者の生体構造
の骨および/または軟組織を高い精度で示す。近位大腿骨52および寛骨臼54の仮想表示が
、図3において示される。
【０１０１】
　仮想3-D等表面モデル50を使用して、中心ピンまたはガイドピンに対する掘削軌道が、
術前に決定される。中心ピンがすべてのその後の手法に対する参照またはガイドを形成す
るので、精密な中心ピン軌道を確立し、かつ達成することが望ましい。軌道を決定するた
めに、iGo Technologies Inc. (Kingston, Canada)によって開発されたVirtual Surgical
 System（VSS）ソフトウェアパッケージが使用される。しかしながら、その他の仮想外科
的計画プログラムが適用可能であり、置き換えられてもよいことが理解される。
【０１０２】
　図4aにおいて示されるように、VSSソフトウェアおよび近位大腿骨52の確立された3-D等
表面モデル50を使用して、大腿骨52に対する頸シャフト軸56の生体構造的ポジション/配
向が登録される。この調整情報を用いて、中心ピンに対する軌道58のポジションおよび配
向が確立される。次いで、図4bおよび5において示されるように、関節接合または軸受表
面62および中心ピンを含む大腿骨部分60が、仮想空間において大腿骨52に合わせられる。
加えて、極めて有利なことに、調整情報と、確立された軌道58と、大腿骨部分の確立され
たポジショニング/配向とを考慮することで、股関節は、大腿骨頭の拡掘の間の大腿骨頸
皮質の切痕化などの可能性のある術中合併症に対しても査定され得る。これらの査定に基
づいて、大腿骨部分のポジショニング/配向への変更が、より安全に、かつ正確に術前に
なされ得る。
【０１０３】
　掘削軌道58が決定されると、次いで、大腿骨部分が大腿骨頸を侵害しないこと、および
寛骨臼が過剰に切除されないことを確実にすることを目的として、大腿骨および寛骨臼部
分の正確なサイジングを確立するために、3-D等表面モデル50が使用される。図5において
示されるように、3-D等表面モデル50は、個々の患者固有生体構造に大腿骨部分60および
寛骨臼部分64を合わせるための術前仮想空間としての役目を果たす。
【０１０４】
　術前計画ステージを継続して、大腿骨部分の中心ピンに対する計画された掘削軌道を正
確に達成するための患者固有ガイダンスツール66をデザインするために、3-D等表面モデ
ルおよび確立された掘削軌道情報が使用される。患者固有3-D等表面モデル50に対する患
者固有ガイダンスツール66の仮想表示が、図6において示される。概して、ガイダンスツ
ールは、ドリルガイドとしての役目を果たす少なくとも一つのガイド部分、患者の生体構
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造に対する係合表面を提供するための少なくとも一つの登録部分、および任意で、患者の
生体構造上に置かれる場合にツールに安定性を付加するための少なくとも一つの安定性部
分を含む。
【０１０５】
　本明細書において使用されるように、「係合表面」という用語は、患者の生体構造の選
択された部分の3-D表面（登録表面）と相補的であり、かつ係合する3-D表面を指す。本明
細書において記載されるようなガイダンスツールは、少なくとも一つの係合表面を含む。
【０１０６】
　本明細書において使用されるように、「登録表面」という用語は、患者の生体構造の選
択された部分の3-D表面を指す。
【０１０７】
　図6において示される態様において、ガイダンスツール66は、患者の生体構造上に直接
的に置かれる本体部分68を含む。ガイダンスツール66の本体部分68は、実施に応じて、多
様な構造形をとり得るが、図6において示されるような本体部分68は、三つの部分で記載
され得る。第一に、計画された中心ピン軌道58を確立するためのガイド部分70が提供され
る。ガイド部分70には、患者の生体構造上のガイダンスツールの正しく検証されたポジシ
ョニングに続く、取り外し可能な機器（例えば、ドリル）スリーブを後に受け入れるため
のガイドチャネル74を含むガイドメカニズム72が提供される。第二に、患者の生体構造上
の正確な登録に対する係合表面78（図7においてより明瞭に示される）を含む、大腿骨頸
にわたる登録部分76が提供される。第三に、使用の間の更なる安定性のための安定性部分
80が任意で提供される。ガイダンスツールの本体部分68、特にガイド部分70は、以下で議
論されるように、検証ツールとの使用のための一つまたは複数のロッキングキー(rocking
 key)82を任意で含み得る。
【０１０８】
　上で述べられるように、ガイダンスツール66は、実施に応じて、任意の数の構造形をと
り得る。そういうものとして、代わりの構造形において、ガイダンスツール66は、上述の
部分の組み合わせからなり得る。例えば、ガイド部分70は、ドリルガイドとしての役目を
果たすように設定されるが、それには、患者の生体構造上の付加的な登録に対する係合表
面78が提供されてもよい。さらに、登録部分76は、患者の生体構造上の登録に対する係合
表面78を含むが、ドリルスリーブを受け入れるための一つまたは複数のガイドチャネル74
を含んでもよい。理解されるように、患者固有ガイダンスツール66は、術中使用に対して
デザインされ、それによってガイダンスツール66は、患者の生体構造に合わせられる。前
に示されたように、本態様は、股関節リサーフェシングのフレームワーク内で提示されて
いるが、構築および実施に対するガイダンスツールおよび関連方法論/手法は、足首、膝
、および肩手術、脊椎固定、頭蓋顎顔面手術、骨切り術、骨折処置および固定、脊柱側弯
症、手首手術、ならびにモザイク形成術などであるが、それらに限定されないさまざまな
外科的手法に適切に適用され得る。加えて、任意の一つの外科的手法、特に、その間に複
数の操作が必要であるものに対して、複数のガイダンスツールを作り出し、かつ使用する
ことが好ましい場合がある。例えば、第一ガイダンスツールは、掘削軌道のセットを容易
にし得、その後使用される第二ガイダンスツールは、成形を容易にし得る。複数のツール
を使用することは、ツールのサイズを最小に保つことを支援し、不必要に複雑なデザイン
を避ける役目をも果たす。
【０１０９】
　特定の状況では、ガイダンスツール66の登録部分70は、特にイメージングデータの一部
が患者の生体構造の表面詳細をレンダリングするのに適していない場合に、不連続な係合
表面78を含み得る。その他の事例において、患者の生体構造の登録表面84（図6を参照さ
れたい）は、ガイダンスツール66の登録部分76への組み入れに適していない場合がある。
そのような不連続な係合表面78を含むガイダンスツール66において、係合表面78の特定の
セクションは、患者の生体構造への干渉を防ぐ様式で空洞にされる（voided）場合がある
。例えば、不連続部分は、患者の生体構造を飛び越える（clear）ために十分に凹まされ
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得る。
【０１１０】
　患者固有ガイダンスツール66をデザインすることにおいて、固有のカスタマイズされた
製品の開発を確実にするために、多様な因子が考慮され得る。例えば、ガイダンスツール
は、選ばれた、または好ましい外科的アプローチまたは技術を考慮してデザインされ得る
。例えば、当業者が理解するように、股関節リサーフェシングにおいて、概して、大腿骨
頭へのより良い血液供給を保持するためには、前方外側アプローチが好ましく、一方、後
方アプローチは、関節包を保持することに貢献する。前方外側アプローチか後方アプロー
チかの選択は、ツールの最終的なデザインに対する全体的なインパクトを有すると考えら
れる。一つに選択された外科的アプローチに基づくガイダンスツールのカスタマイズは、
複数の外科的アプローチを単一ツールへ設計する必要がないため、最終デザインを単純に
するという利点を有する。そういうものとして、患者固有ガイダンスツールは、不必要に
大きい必要はなく、それ故に外科的手法の侵襲性を軽減するような適当なサイズにされ得
る。
【０１１１】
　ガイダンスツール66は、患者の生体構造の固有の登録表面84、すなわち特徴的な生体構
造的目印、骨構造、および/または軟組織（例えば、腱、靭帯など）を考慮してデザイン
される。明確にするために、生体構造的目印、骨構造、および軟組織は、本明細書におい
てまとめて「特徴的目印」と呼ばれる。登録表面84の特徴的目印は、ガイダンスツール66
の係合表面78をデザインするにおいて、術前計画ステージで決定された所望の掘削軌道58
を実現するのに必要な固有のポジション/配向において係合表面を登録するために使用さ
れる。特定の特徴的目印が選択されたアプローチに応じて曝露され得ることから、選ばれ
た外科的アプローチ（例えば、前方外側対後方）も影響を与える。以下で議論されるよう
に、特徴的目印は、生体構造に付される場合にガイダンスツール66のポジションを検証す
るために術中に使用される場合もある。特徴的目印（生体構造的目印、骨構造、軟組織な
ど）の任意の組み合わせが、患者の生体構造上のツールの正しいポジショニングを登録か
つ/または検証するために使用され得る。この情報は、ガイダンスツールのデザインの際
に考慮される。
【０１１２】
　患者の生体構造上のガイダンスツール66のポジション/配向を検証するために、かつ正
しい術前に定義された軌道が実現されていることを検証するために、ガイダンスツール66
は、図7b～7dにおいて示されるように、取り外し可能な機械的検証ツール86を提供され得
る。図7aにおいて示されるような患者の生体構造上へ置かれたガイダンスツール66を用い
て、検証ツール86は、図7bにおいて示されるように、ガイド部分70のガイドチャネル74へ
検証ツール86の登録ピン88を挿入することによって、ガイダンスツール66に取り外し可能
なように取り付けられるように設定される。次いで、図7cにおいて示されるように、ガイ
ダンスツールの適切なポジショニングが確立されているかどうかを決定するために、術前
に同定された一つまたは複数の特徴的目印92の位置を特定するために、検証ツール86のポ
インター90が使用され得る。計画された中心ピン軌道58の縦軸に対する検証ツール86の正
確な半径方向配置を確実にするため、および一つまたは複数の所定の配向に検証ツールを
ロックするために、ガイド部分70上に一つまたは複数のロッキングキー82が提供される。
図7dにおいて示されるように、検証ツール86は、ガイド部分70のロッキングキー82と協働
するためのステム96上の凹所94を提供され、それによって検証ツール86を固定ポジション
にロックする。理解されるように、ポジション検証のために、単一の特徴的目印92が使用
され得るが、手法は、複数の特徴的目印を使用してもよい。そういうものとして、ガイド
部分70は、複数のロッキングキー82を用いて設定され得、各々が特定の目印に対応する。
【０１１３】
　検証ツール86は、ガイダンスツール66が患者の生体構造上に正しく位置付けられている
かどうか、およびガイダンスツールが術前に定義された軌道58を確立しているかどうかを
示すために使用される。ずれが生じる場合、ユーザーは、検証ツール86上に提供される一
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つまたは複数の目盛付きセクションを使用して、ずれの程度を定量可能なように測ること
ができる。目盛付きセクションは、ガイダンスツールのポジションの測定を可能にするた
めに、バーニアまたはリニアスケールなどのスケールを含み得る。例えば、目盛付きセク
ションは、スライド式ルーラーを含み得る。図7dにおいて示される態様において、計画さ
れた中心ピン軌道58の縦軸（x）に沿った測定は、第一スライド式ルーラー98によって提
供され、半径方向測定（y）は、ポインター90上に提供される第二スライド式ルーラー100
によって提供される。目盛102（例えば、mm）は、計画された適合ポジションからガイド
がどれだけ、かつ、どの方向に間違って置かれているのかの数値表示を提供するために、
各々のルーラー上に提供される。検証ツールは、ずれの性質を特徴付けるためのさらなる
インジケーターを提供し得る。例えば、角度ずれ値、つまり生体構造的目印と検証ツール
の術前に定義されたポジションとの間の角度を獲得することが有用である場合がある。そ
ういうものとして、このタイプの測定を容易にするために、検証ツールおよび/またはガ
イダンスツール上の分度器様スケーリングが提供されると考えられる。
【０１１４】
　ガイダンスツールのずれは、様々な理由により生じる可能性がある。例えば、それらは
、術前計画ステージの間のエラーにより生じる可能性がある。ずれは、例えば登録表面上
の骨棘の形成などの、患者における生理学的変化により生じる可能性もある。ガイダンス
ツールを再調整するためには、骨棘の除去が必要とされ得る。その他の事例において、ず
れは、以下でより詳細に議論されるように、再調整スリーブの使用を必要とし得る。ガイ
ダンスツールを再調整するための行為に必要な過程を決定することにおいての使用を支援
するために、ガイダンスツール66のユーザーは、好ましくは、参照チャート、表、または
再調整計算機を提供される。参照チャート、表、または再調整計算機は、術前に定義され
た軌道が実現され得るように、ユーザーが検証ツールから獲得されたずれの特徴に基づい
て、適当な再調整軌道を決定することを可能にする。
【０１１５】
　以下は、検証ツールの例示的な使用を実証する。選ばれた各々の生体構造的目印Iiに対
して、検証ツールのポインターに対する標的位置を記載する値のペア（x,y）が術前に決
定される。術中、ガイダンスツールポジションの検証の際、検証ツールがガイドチャネル
へ挿入され、術前に決定された生体構造的目印Iiに対して値（x_m、y_m）が測定される。
ガイダンスツールがすべての目印に対する術前定義ポジションに正しく置かれている場合
、測定値（x_m、y_m）は、術前決定値（x,y）と同一であると考えられる。
【０１１６】
　ずれが生じる場合、一つまたは複数の目印Iiに対して、術中測定値と術前決定標的値と
の間の寸法誤差が生じる。ずれの特徴、すなわち目印のずれの方向および量は、a）登録
のポジション-エラー、b）補正可能性（再調整）の計画、を同定するために使用され得る
。この情報に基づいて、ユーザーは、例えば骨棘を除去することによって、初期補正を試
み得る。補正が可能ではない場合、参照チャート、表、または再調整計算機が提供され、
ユーザーを適切な補正/再調整可能性へとナビゲートする。
【０１１７】
　以下の例は、検証ツールから獲得された値を使用するそのような参照チャート、表、ま
たは再調整計算機の使用を実証する。この例示的な実施に対して、二つの生体構造的目印
I1およびI2が選ばれた。これらの目印に対する術前定義（x,y）値は、表1に記載されてい
る。
【０１１８】
　（表１）術前に決定された目印座標

【０１１９】
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　検証ツールを用いて、ずれを同定するために、術前に決定された生体構造的目印が使用
される。ずれの方向および量が決定される。
【０１２０】
実施例1：
　両方の目印に対する例示的な術中測定（x_m、y_m）値のセットが、表2において提示さ
れる。
【０１２１】
　（表２）術中に測定された目印座標

【０１２２】
　この場合、術中に測定されたy_m値と術前に定義されたy値との間の寸法誤差は、前面の
方向におけるずれを示す。
a=y_m-y
と定義される寸法誤差の量が、変位の量およびタイプを同定するために使用される。目印
I1およびI2に関して、対応するa1およびa2値が以下のように計算される：
a1=y_m1-y1=23-21=2
a2=y_m1-y1=31-29=2。
この解析から、並進ずれが同定される。参照表（表3）を考慮して、示唆される再調整は
、下位方向における2 mm並進オフセットの使用である。
【０１２３】
　（表３）前面における補正に対する並進オフセット

表中、
a=y_m-y
x,y=術前定義値
x_m, y_m=術中測定値
である。
【０１２４】
実施例2：
　両方の目印に対する例示的な術中測定（x_m、y_m）値の第二セットが、表4において提
示される。
【０１２５】
　（表４）術中に測定された目印座標

【０１２６】
　この例において、目印I1とI2との間の変位の量の間の寸法誤差は、角度変位を同定する
。目印I1およびI2に関して、対応するa1およびa2値は、以下のように計算される：
a1=y_m1-y1=21-21=0
a2=y_m2-y2=31-29=2
a2とa1との間の差（d）は、
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d=a2- a1
として決定される。従って、差は、以下のように決定される：
d=a2- a1=2-0=2。
この角度変位は、ガイドの3°過伸展誤配置を示し、表5において提供される参照表におい
て特定されるように、3°屈曲オフセットを有する再調整スリーブの使用を必要とする。
【０１２７】
　（表５）前面における補正に対する角度オフセット

表中、
a=y_m-y、d= a2- a1
x,y=術前定義値
x_m, y_m=術中測定値
である。
【０１２８】
　ガイダンスツール66の術前計画および検証ツール86をともなう使用に対する生体構造的
目印92の選択に基づいて、これらのずれ値の相互参照が術前に定義された軌道58を達成す
るのに必要な再調整を提供するように、前述の参照チャートまたは表が術前に計算され得
る。好ましい態様において、再調整決定は、例えば手術環境内でアクセス可能なコンピュ
ーター上に提供される再調整計算機によって提供される。
【０１２９】
　再調整は、以下でより詳細に議論されるように、再調整スリーブによって提供される。
ずれを補正するためのこのアプローチを用いて、ユーザーは、補正を概算する必要がなく
、むしろ検証ツールでなされた固有の測定に基づいて方向付けられた計算された補正を提
供される。
【０１３０】
　第一スライド式ルーラー98は、概して、中心ピンの縦軸と平行であるように設定される
ので、検証ツール86は、図8aおよび8bにおいて示されるように、選ばれた掘削軌道58およ
び計画された軸調整を検証するための視覚照準補助として使用されもよい。ロッキングキ
ー82から検証ツール86を離脱させ、かつガイダンスツール66の周りで検証ツール86を回転
させることによって、ユーザーは、第一スライド式ルーラー98、またはルーラーの代わり
に挿入されたピンもしくはガイドワイヤによって定義された面を参照して中心ピンの軌道
58を可視化することができる。いくつかの態様において、検証ツール86は、同様にガイダ
ンスツールによって定義された軌道と平行に位置付けられる別個のピンまたはガイドワイ
ヤを受け入れるように設定され得る。軌道補正が必要であるように見える場合、以下でよ
り詳細に記載されるように適した調節がなされ得る。
【０１３１】
　検証ツール86は、計画された中心ピン軌道58と大腿骨頸の表面との間の半径方向距離を
測定することによって、選択された大腿骨部分サイズが適当であることを確認するために
術中に使用されてもよい。あるいは、加えて、このプロセスは、計画された軌道が実質的
に大腿骨頸内で中心となることを確認するために使用されてもよい。
【０１３２】
　上で提示されるような検証ツール86は、取り外し可能であり、したがって、それが再使
用されることを可能にする。あるいは、検証ツール86は、ガイダンスツール66の恒久的に
固定された不可欠な部分として組み入れられてもよい。その際、上で記載されるような検
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証ツールロッキングキーに対する必要性はないと考えられる。そのような場合、検証ツー
ルは、上で議論されるようなスライド式ルーラーを使用するように機械加工され得、また
は、選ばれた特徴的目印を同定するための単一目的非調節式ポインターとして構築され得
る。
【０１３３】
　取り外し可能な検証ツール86の場合、ツールは、ガイダンスツールから外されると、さ
らなる適用を見出し得る。例えば、検証ツールは、特定の生体構造的目印と一致するよう
に術前に決定されている二つ以上の参照ポイントを提供する、または適合を査定するため
のゲージを提供するために使用されてもよい。検証ツールは、特にツールが調節可能であ
る場合、例えば人工装具上の特定のポイントが術前に選択された生体構造的目印に対して
術前に定義された位置に正しく位置付けられているという検証を可能にする所定のセッテ
ィングにセットされ得る。検証ツールは、測定デバイスまたはゲージが手術環境において
有用であるさらなる適用を見出し得る。
【０１３４】
　複数のガイダンスツールが特定の手法に対して使用される事例において、別個の検証ツ
ールが、使用される各々のガイダンスツールに対して設定され得る。あるいは、検証ツー
ルは、第一ガイダンスツールとともに使用され得、その後のガイダンスツールのポジショ
ニングが、第一ガイダンスツールによって決定されるような共通参照ポイントに対して検
証される。例えば、第一ガイダンスツールの配置に際して、骨または軟骨は、少なくとも
一つの参照ポイントを使用してマークされ得る。各々のその後のガイダンスツールの配置
の間に、適切な調整を確実にするために、各々のその後のガイダンスツールは、この少な
くとも一つの参照ポイントに対して検証される。
【０１３５】
　股関節リサーフェシングに対する患者固有手法の術前計画に関する全般的な段階は、図
9a～9dにおいて示される。図9aにおいて示されるように、患者の特徴的な生体構造的目印
を組み入れる医療用イメージングに基づいて、第一に、患者の生体構造の仮想3-D等表面
モデル50が作り出される。モデルの生体構造的配向/座標が決定され、シャフト/頸軸が登
録され、かつ大腿骨部分のポジションおよび配向が決定される。図9aは、確立されたシャ
フト/頸軸に基づいて、中心ピンの計画された軌道58を図示する。図9bにおいて、患者の
生体構造の選択された部分が、登録表面84を定義する特徴的目印ならびにツールポジショ
ニング検証生体構造的目印を決定するために解析される。図9cにおいて示されるように、
登録表面84の摘出表面イメージ104が作り出される。プロセスにおけるこのポイントで、
中心ピンの軌道58および係合表面78の特徴が、各々別個に確立されている。図9dにおいて
、中心ピンの軌道58および係合表面78の特徴が、単一の仮想ガイダンスツール66へ組み合
わせられ、計画された軌道58が、ガイド部分70によって統制される。そういうものとして
、術中に使用される場合、ツール66の係合表面78は、図10において示されるように、患者
の生体構造上に位置付けられ、かつ登録され、したがって、中心ピンに対して計画された
軌道58を提供する。
【０１３６】
　術前計画ステージの際に患者固有ガイダンスツールをデザインする前述のタスクは、カ
スタムソフトウェアプログラムを使用してコンピューター支援される。ソフトウェアプロ
グラムは、上で議論された様々な因子を考慮することによって、固有の、かつカスタマイ
ズされたガイダンスツールをデザインするように設定される。特に、ソフトウェアプログ
ラムは、ユーザーが患者の生体構造上の特徴的目印の位置を解析および同定し、かつガイ
ダンスツールをそれが所定の配向において患者の生体構造上に位置的に登録するようにデ
ザインすることを可能にするインターフェースを提供する。加えて、ソフトウェアプログ
ラムは、ユーザーがガイダンスツールの登録に適していない構造を回避することを補助す
る。例えば、骨棘などの特定の軟骨および/または不安定骨構造は、実行可能な登録ポイ
ントとしては却下される。
【０１３７】
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　前述のソフトウェアを使用する患者固有ガイダンスツールの作成は、概して、二段階プ
ロセスである。第一段階において、ソフトウェアは、ユーザーが初期医療用イメージング
において決定されるような患者の生体構造に基づいてガイダンスツールのサイズ、形、ポ
ジション、および配向を計画することを可能にする。第二段階において、患者の特有の生
体構造に固有の様々な特徴を含むガイダンスツールの3-D表示が計算される。次いで、計
算された3-D表示が、ステレオリソグラフィーフォーマット（例えば、標準テッセレーシ
ョン言語（STL-フォーマット））などの3-Dモデルフォーマットで保存される。
【０１３８】
　患者固有ガイダンスツール計画の第一段階は、Qt（Trolltech ASA, Oslo, Norway; www
.trolltech.com）およびCoin3D（Systems in Motion AS, Oslo, Norway; www.coin3d.org
）などの利用可能なソフトウェアパッケージを使用して遂行される。Qtは、高性能クロス
プラットフォームGUI（グラフィックユーザーインターフェース）開発を可能にするが、C
oin3Dは、クロスプラットフォームリアルタイム3D可視化ソフトウェアを開発するための
高レベル3Dグラフィックツールキットである。しかしながら、当業者は、上で述べられた
ものの代わりにその他の適したソフトウェアプログラムを実施し得ることが理解される。
【０１３９】
　患者固有ガイダンスツール計画の第一段階に適したソフトウェアは、好ましくは、以下
の機能を提供する：a）患者の生体構造の3-D表面モデルの確立およびローディング；b）
外科的計画の確立およびローディング；c）ロッキングキーの計画；およびd）患者固有ガ
イダンスツールのデザイン。
【０１４０】
　以下のパラグラフは、股関節リサーフェシングに適用されるような患者固有ガイダンス
ツール計画の例を記載する。この手法のバリエーションは、当業者にとって明白であると
考えられる。
【０１４１】
　術前医療用イメージングに基づいて、患者の生体構造の3-D表面モデルが、ロードされ
、かつユーザーに表示される。次に、中心ピンの決定された軌道が、ロードされ、かつ円
筒として表示される。次いで、ガイダンスツールが、この場合三つの異なるパーツとして
デザインされる。第一に、登録部分が大腿骨頸に沿って配向され、患者の生体構造の登録
表面と係合する係合表面を含む。第二に、安定性部分が外側大腿骨頸の周りに配向され、
前方外側または後方外側頸の少なくとも一部を用いて登録する係合表面を含む。第三に、
ガイド部分がドリルスリーブに対するガイドチャネルを提供する。
【０１４２】
　患者固有ガイダンスツール計画の間、ユーザーは、登録部分のサイズ、ポジション、お
よび配向を選択する。デザインプロセスを容易にするために、登録部分を示す長方形プリ
ズムまたはキューブが表示され、適切なサイジングおよび適合を達成するのに必要である
として、ユーザーが幅、高さ、および長さを修正することを可能にする。ユーザーは、中
心ピン軸の周りで長方形プリズムまたはキューブのポジションおよび回転を変えることに
よって、最終ポジションをさらに定義し得る。
【０１４３】
　安定性部分の計画に対して、登録部分の外側上に取り付けられる仮想リングセグメント
が表示される。ユーザーは、適切なサイジングおよび適合を達成するために、このリング
セグメントの半径、角度、幅、および高さを修正し得、そのポジションおよび配向を変化
させ得る。
【０１４４】
　ガイド部分の計画に対して、登録部分の内側上に取り付けられる仮想キューブが表示さ
れる。以前の二つの部分と同様に、ユーザーは、サイジングおよび適合を最適化するため
に、このキューブの幅、深さ、および高さを修正し得る。
【０１４５】
　このステージで、計画は、検証ツールおよび関連ロッキングキーも考慮しなければなら
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ない。ユーザーが、検証ツールと整合する大腿骨モデル上の一つまたは複数の生体構造的
目印を選択するのは、この計画中である。上で記載されるように、検証ツールの調整は、
ロッキングキーによって統制される。そういうものとして、生体構造的目印の位置および
検証ツールの構造形/サイズに基づいて、ガイド部分上のロッキングキーのポジショニン
グが確立される。
【０１４６】
　ガイダンスツールの3-D表示が計算される第二段階において、ガイダンスツールの登録
部分および安定性部分に対する係合表面が計算される。一つの例示的な方法論において、
登録部分および安定性部分は、各々境界ボックスによって定義される6面のセットとして
示される。患者の生体構造の登録表面を決定するために、骨の表面表示が、すべての6面
と交差する。すべての結果として生じる三角形に対して、法線ベクトルが反転され、係合
表面が三角形フォーマットで保存される。
【０１４７】
　登録および安定性部分の最終計算に対して、両方の仮想表示（キューブおよびリングセ
グメント）が、容積物体（4面体のセット）として保存される。次いで、計算された係合
表面に沿って各々の容積物体を交差させるためにアルゴリズムが使用される。この計算の
間、係合表面に対する各々の4面体の距離が決定される。表面と交差する4面体は、表面の
下および上のものに対応する4面体の二つのセットに分けられる。最終的に、表面の上の
すべての4面体が、一つの容積物体へ組み合わせられ、この物体が、表面モデルへ変換さ
れる。結果は、ガイダンスツールの登録および安定性部分の表面表示であり、患者の固有
の生体構造の登録表面と相補的な係合表面を含む。
【０１４８】
　ガイド部分、特にガイドチャネルの決定に対して、決定されたピン軌道に沿って配向す
る円筒の表面がモデル化される。ガイド部分の外殻およびロッキングキーは、長方形プリ
ズムまたはキューブとしてモデル化される。ガイダンスツールは、これらのモデルを組み
合わせることによって決定される。
【０１４９】
　ガイダンスツールへ統合される係合表面は、患者の登録表面の特徴的目印へのツールの
術中登録を可能にする。生体構造的登録表面は、生体構造へのツールの精密な適合を可能
にするのに十分な機構を提供しなければならない。係合表面の位置およびサイズは、ガイ
ダンスツールの形、サイズ、ポジション、および配向によって定義される。生体構造への
ガイダンスツールの適合の間の術中問題を避けるために、係合表面は、ガイダンスツール
の術前計画の間にそれらの適合の質に対して評価され得る。
【０１５０】
　適合の質は、登録表面および/または係合表面の登録機構（すなわち、特徴的目印）を
検査することによって査定され得る。コンピューター支援手術の間の登録の分野における
様々な刊行物が、登録機構を評価するための方法を提供する（Ma, B., Ellis, R. E.「A 
point selection algorithm based on spatial-stiffness analysis of rigid registrat
ion」, Computer-Aided Surgery, 2005 Jul; 10(4): 209-223; Simon, DA.「Fast and ac
curate shape-based registration」, PhD thesis, Carnegie Mellon University, Pitts
burgh, Pennsylvania, Dec. 1996）。明確にするために、かつほんの一例として、係合表
面の適合の質は、以下の方式で決定され得る。係合表面の仮想コピーが作り出される。こ
れらのコピーの各々に、異なるエラー転換が適用され、表面に基づく登録アルゴリズムが
、この修正係合表面と生体構造の対応する登録表面との間の転換を決定するために使用さ
れる（Besl, P., McKay, N.「A method for registration of 3-D shapes.」, IEEE Tran
s. Pattern Anal. 1992, 14(2): 239-256）。計算された転換が修正係合表面コピーに適
用された後、この係合表面と元の係合表面との間の距離が計算され、エラー値として保存
される。選ばれた係合表面は、係合表面のすべてのコピーに対するエラー値が所定の閾値
以下の場合、十分な登録機構を有する。エラー値は、患者の生体構造に対するガイダンス
ツールの適合の質を示す性能指数を決定するために使用される。



(26) JP 5523308 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

【０１５１】
　性能指数は、手法の侵襲性のレベルを代表するものでもあり得る。例えば、性能指数は
、ツール適合および侵襲性のレベルを含む因子の最適化を示し得る。例えば、ツールサイ
ズを軽減することは、より低侵襲性の手法をもたらすが、より小さなツールサイズは、適
合の質を低下させる可能性もある。理解されるように、性能指数は、ソフトウェアによっ
て提供されるが、サイズ、配向などの操作は、デザイナーがツールをデザインすることに
おいて達成しようとしているものに基づくデザイナーの選択である。
【０１５２】
　任意の骨および関節外科的手法に適用され得る患者固有手法および結果として得られる
ガイダンスツールの利点は、ユーザーが、例えばユーザー能力および/または患者のニー
ズに最も良く合う望ましい外科的アプローチ（例えば、前方外側アプローチ対後方アプロ
ーチ）を選択することによって、ツールをカスタマイズし得ることである。
【０１５３】
　デザインが完了すると、コンピューターモデルデータは、その後のガイダンスツール製
造に適したステレオリソグラフィーフォーマット（例えば、STL）で保存される。あるい
は当業者にとって明白であるように、その他のフォーマットが使用されてもよい。
【０１５４】
　本態様において、個々の患者固有ガイダンスツールのその後の製造は、Stratasys, Inc
（Eden Prairie, Minnesota）によって提供されるDimension SST 3-Dプリンターなどの高
速プロトタイピングマシンを実施する。しかしながら、個々の患者固有ガイダンスツール
を製造するために、その他の適した高速プロトタイピングマシンが使用されてもよいこと
が理解される。そのようなプロセスにおいて、高速プロトタイピングは、患者固有ガイダ
ンスツールのデザインをとり、それを仮想横断面へ転換し、物理的空間における各々の横
断面の作成が続く。プロセスは、物理的モデルが仕上がるまで、様々な横断面を介して継
続する。様々な金属および非金属（例えば、ポリマー）材料が、ガイダンスツールを作る
ための高速プロトタイピング方法において使用され得るが、本態様は、アクリロニトリル
ブタジエンスチレン（ABS）から加工される。製造に続いて、ガイダンスツールは、使用
の用意ができ、概して、公知の方法論を使用する滅菌およびパッケージングを含む。
【０１５５】
　別の態様において、患者固有ガイダンスツールは、コンピューター支援ツール生成を使
用してリアルタイムで術中に製造され得る。
【０１５６】
　当技術分野において公知の従来的な外科的手法に続く股関節リサーフェシングの際の使
用において、大腿骨が寛骨臼から脱臼させられる。次いで、患者固有ガイダンスツール66
が、患者の生体構造の対応する登録表面に対するガイダンスツールの係合表面のポジショ
ニングおよび適合を考慮して、図11aにおいて示されるように患者の生体構造の望ましい
部分上へ置かれる。ガイダンスツール66は、適した留め具（例えば、ピン、スクリューな
ど）を使用して大腿骨に留められ得るが、あるいはガイダンスツールは、手によって手動
で、または適したストラップ、クランプ、ジップタイ、もしくは弾性ファスナー（例えば
、弾性バンド）を用いて適所に保持され得る。骨に登録されると、ガイダンスツールの正
しいポジショニングを検証するために、検証ツール86が使用される。図11bにおいて示さ
れるように、正しいポジショニングが検証されると、ドリルスリーブ106がガイドチャネ
ル74へ挿入される。スリーブ106は、計画された中心ピン軌道58での中心ピン110の掘削お
よび/または挿入に対するガイド穴108を提供する。スリーブ106は、好ましくは、外科的
グレードステンレススチールおよびチタンを含むがそれらに限定されない外科的グレード
金属である。
【０１５７】
　上で議論されるように、術中使用中に、検証ツールによって同定されたガイダンスツー
ルのずれ、または手術室においてなされた決断により、中心ピンの軌道58を変える必要が
生じる場合がある。術前に定義された軌道58からの2°の例示的なずれ112が、図12aにお
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いて示される。中心ピンの軌道の再調整または変更が必要であれば、公知の量だけオフセ
ットされている、または異なる配向にある穴を開けるために、図12bおよび12cにおいて示
されるような再調整スリーブが使用され得る。例えば、図12bにおいて示される再調整ス
リーブ114は、スリーブの中心軸116から並進方向にオフセットされたガイド穴108を有す
るが、図12cにおいて示される再調整スリーブ114は、角度付きガイド穴108を有する。ガ
イド穴108並進オフセットは、中心軸116から概して0～5 mmであり得る。例えば、オフセ
ットは、1 mmインクリメントで提供される（例えば、1 mm、2 mm、3 mm、4 mm、5 mm）。
あるいは、オフセットは、0.5 mmインクリメントで提供される（例えば、0.5 mm、1.0 mm
、1.5 mm、2.0 mm、2.5 mm、3.0 mm、3.5 mm、4.0 mm、4.5 mm、5.0 mm）。0.1 mmインク
リメントまたは0.05 mmインクリメントなどのより小さなインクリメントを用いるさらに
さらなる代替が提供されてもよい。中心軸116からの角度付きオフセットは、概して0～5
°であり得る、例えば、角度付きオフセットは、1°インクリメントで提供される（例え
ば、1°、2°、3°、4°、5°）。あるいは、角度付きオフセットは、0.5°インクリメン
トで提供される（例えば、0.5°、1.0°、1.5°、2.0°、2.5°、3.0°、3.5°、4.0°、
4.5°、5.0°）。0.1°インクリメントまたは0.05°インクリメントなどのより小さなイ
ンクリメントを用いるさらなる代替が提供されてもよい。組み合わせられた並進オフセッ
トおよび角度付きオフセットをともなう再調整スリーブ114が提供されてもよく、前述の
寸法特徴が適用可能であると考えられる。さらに、ドリルスリーブ106（および再調整ス
リーブ114）は、ピン配置の深さを精密に制御するためのストップまたはその他の適した
メカニズムを用いて設定され得る。ドリルスリーブ106（および再調整スリーブ114）が固
定ポジションにあることを確実にするために、スリーブは、ガイダンスツールに対するイ
ンデックスを付けられ得る。例えば、ドリルスリーブ106（および再調整スリーブ114）は
、ガイダンスツール66上の受け入れチャネル（示されない）と協働するキー表面118を提
供され得る。キー表面118は、望ましい方向（すなわち、内反/外反、前方/後方など）に
補正が行われることを確実にするために、大腿骨の術前に定義された生体構造的方向にお
けるドリルスリーブ106、特に再調整スリーブ114の配置を確実にする。
【０１５８】
　上述の補正を容易にするために、検証ツールを参照して、上で議論されるように、参照
チャート、表、または再調整計算機が提供され得、術前に定義された軌道を達成するため
に、適切な再調整スリーブを選ぶことを支援する。正しい再調整スリーブの選択は、検証
ツールのスライド式ルーラーを使用して決定されるような定量されたずれに基づく。ずれ
値は、参照チャートもしくは表と相互参照され、または再調整計算機へ入力され、適当な
再調整スリーブ114が同定される。
【０１５９】
　上記の使用をさらに容易にするために、手術室スタッフに患者の生体構造のモデルを提
供することは有利であり得る。例えば、モデルは、紙プリントアウト、手術室におけるモ
ニター上のスクリーンイメージ、または、好ましくは物理的モデルとして提供され得る。
特定の状況において、術中使用中、ユーザーは、ガイダンスツールが患者の生体構造に正
しく合っていないことを見出し得る。例えば、初期医療用イメージングと術中手法との間
で時間が経過する場合、患者の生体構造はガイダンスツールの全体的な適合に影響を及ぼ
す骨棘を発生する可能性がある。患者の生体構造のモデル、特に物理的モデルを提供する
ことは、必要な場合、ガイダンスツールのずれの事象におけるトラブルシューティングプ
ロセスを容易にし得る。
【０１６０】
　ガイダンスツール66の調節可能性をさらに高めるために、ガイド部分70は、登録部分76
に対して調節可能であり得る。例えば、いくつかの態様において、ガイド部分70は、着脱
可能であり得、または登録部分から緩められるように設定され得、それによってガイド部
分70は、わずかに再調整されたポジションでその後再び締められ得る。再調整される性能
は、例えば、適した留め具が使用される長穴または特大穴によって提供され得る。
【０１６１】
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　ガイダンスツール66を適切なポジション/配向にセットし、正しいドリルスリーブ106ま
たは再調整スリーブ114を適所にセットすることで、中心ピン110は、概して図13において
示されるように、当技術分野において公知の掘削方法論を使用して大腿骨頭22へ掘り込ま
れ得る。
【０１６２】
　ピン110が大腿骨24に置かれると、ドリルスリーブ106（または再調整スリーブ114）は
、ピンを越えて取り外され、ツール66は骨から取り外される。次いで、インプラント製造
業者によって提供される説明書および/またはトレーニングに従って股関節リサーフェシ
ング手法が続く。
【０１６３】
　以前に示されるように、議論の目的に対して、上で記載される患者固有手法および結果
としてもたらされるガイダンスツールは、股関節リサーフェシングを考慮して例示される
。当業者は、上述の患者固有手法および結果としてもたらされるガイダンスツールが、例
えば膝、足首、および肩手術、脊椎固定、頭蓋顎顔面手術、骨切り術、骨折処置および固
定、脊柱側弯症、ならびに手首手術などの、その他の外科的手法における適用を見出し得
ることを理解する。
【０１６４】
　図14は、術前手法/方法論および結果としてもたらされるガイダンスツールが、外傷ま
たは関節炎によってダメージを受けている関節の高負荷表面の関節軟骨を置換するように
デザインされた治療のフォームであるモザイク形成術において使用される態様を示す。例
えば膝などの体重負荷エリアにおけるダメージを受けた関節軟骨は、患者にとって痛いだ
けでなく、可動域（ROM）を限定し、それ故に患者の生活の質に対して大きな影響を有す
る。関節軟骨の自然治癒潜在力はかなり限定されるので、外科的処置は、しばしば、唯一
の処置オプションである。
【０１６５】
　一つの処置技術は、ドナー領域からダメージを受けた領域への複数の自家骨軟骨プラグ
の移植である。この手法の長期成功のために、移植プラグは、関節表面の曲率を再構築す
るべきである。そういうものとして、プラグのサイズ、高さ、ポジション、配向、および
回転、ならびにプラグの数およびパターンを含む多くのパラメータが考慮されなければな
らない。
【０１６６】
　図14において概して示されるように、モザイク形成術は、従来より二つのガイダンスツ
ール200、202を伴い、第一ツール200は、軟骨材料を摘出するためにドナー部位204上で使
用され、第二ツール202は、摘出された軟骨の正しいポジショニングを確実にするために
受け入れ（ダメージを受けた）部位206上で使用される。
【０１６７】
　膝のモザイク形成術の以下の例示的な態様において、股関節リサーフェシングに対して
上で記載されるように、患者は、膝の骨生体構造、軟骨厚さ、および軟骨欠陥のアウトラ
インを再構築するために、CT、MRI、超音波、X線などの一つまたは複数によって術前医療
用イメージングを受ける。図15aにおいて示されるように、骨モデル210および軟骨212の
透明層を含む膝の仮想3-D等表面モデル208が算出される。次に、ダメージを受けた軟骨領
域214が、軟骨欠陥を修正することによって仮想的に復元される。次いで、前述のソフト
ウェアを使用して、モザイク形成術の術前計画に対するテンプレートとして修正モデルが
使用される。各々のプラグに対して、ユーザーは、ドナーおよび受け入れ（ダメージを受
けた）エリアにおける半径、高さ、ポジション、および配向を修正し得る。グラフィック
ユーザーインターフェースは、ユーザーが最終仮想ガイダンスツールの適合の質を計画し
、かつ評価することを可能にする。
【０１６８】
　最終計画を術中使用へ移すために、高速プロトタイプテクノロジーを使用して、患者固
有滅菌可能プラスチックガイダンスツール216が形成される。図15bにおいて示されるよう
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に、ガイダンスツール216は、膝の関節登録表面220と相補的な係合表面218を含み、膝上
でのツール216の正しいポジショニングを可能にし、それによって術中手術野への術前計
画の精密な転換を確実にする。各々のプラグに対して、二つの機器ガイドが、ガイダンス
ツールに組み入れられ得る。例えば、術前計画に関してプラグ切削機器を配向させるため
に、ガイダンスツールのドナー側上に、ドナーガイド222が位置付けられる。プラグの計
画された高さを確実にするために、ガイドの上縁との調整に対して切削機器上の所定の高
さマークを使用することが好ましい。同様の方式で、ガイダンスツール216の受け入れ（
ダメージを受けた）側上のガイド224は、ダメージを受けたエリアへのプラグの準備およ
び移植に対するツールのナビゲーションを容易にするために提供される。両方のガイド22
2、224は、好ましくは、プラグの回転が関節表面の計画された曲率に従うことを確実にす
るために、機器調整マークを用いてデザインされる。
【０１６９】
　いくつかの状況において、ダメージを受けた生体構造は、かなり大きなエリアにわたる
場合がある。例えば、膝の内側部位上に2×3cmの軟骨欠陥を有することは珍しくない。そ
のような欠陥を修復するために、概して、複数の自家骨軟骨プラグが必要とされ、その直
径は、4 mm～8 mmの範囲である。
【０１７０】
　そのような手法に対して、術中ナビゲーションを容易にするために、三つの別個に形成
された患者固有ガイダンスツールを使用することが有利である場合がある。ガイダンスツ
ールの各々は、2～4プラグのハーベスティング(harvesting)および挿入をガイドする役目
を果たす。以前に述べられたように、複数のガイダンスツールが使用される事例において
、各々のガイダンスツールに対して別個の検証ツールが使用され得る。あるいは、第一ガ
イダンスツールが、検証ツールをともなう使用に対して設定され得、その後のガイダンス
ツールのポジショニングは、ガイダンスツールの各々に共通の参照ポイントのセットを使
用して検証される。例えば、図15bにおいて示されるように、ガイダンスツール216は、第
一ガイダンスツールの配置に際して軟骨のマーキングを可能にする二つの参照ポイント22
6を提供する。その後の段階の間、これらの参照マーク226への第二ガイダンスツール（示
されない）の調整は、第二ガイダンスツールが第一ガイダンスツールに調整されることを
確実にする；第二ガイダンスツールのポジショニングが検証される。各々のツールが生体
構造上に置かれる時、参照ポイントを用いる調整が、ガイダンスツールの正しいポジショ
ニングを確実にする。ガイダンスツールがナビゲーションを容易にすることで、手法その
ものが、例えばCOR軟骨修復システム（Depuy Mitek Inc., a Johnson and Johnson compa
ny, Warsaw, USA）などの従来的な軟骨修復システムを使用して実施され得る。
【０１７１】
　術前計画およびガイダンスツールは、特に複数の自家骨軟骨プラグに関する事例におい
て、時間効率が良く、正確で費用効果的であり、使用するのが簡単な関節軟骨再構築方法
を提供する。
【０１７２】
　図16a～16dは、術前手法/方法論および結果としてもたらされるガイダンスツールが、
橈骨遠位端骨切り術（distal radius osteotomy）において使用される態様を提供する。
骨切り術は、関節のバイオメカニクスを変化させるために、特に関節を介する力伝達を変
化させるために、骨を再調整するための外科的手法である。橈骨遠位端骨切り術に対して
、橈骨302の3-D等表面モデル300が（CT-データおよび/またはその他の適した医療用イメ
ージングから）作り出され、骨切り術が仮想的に行われる（図16a）。プレート304のモデ
ルが、仮想的に補正された橈骨302の近位および遠位端上に仮想的に置かれる。プレート
のスクリューポジションおよび配向が保存され、元の（骨折していない）橈骨上へ転換さ
れる。上で記載される手法/方法論に従って患者固有ガイダンスツール306が作り出され（
図16bを参照されたい）、遠位および近位スクリュー穴のガイド掘削に対するガイドメカ
ニズム308を提供する。手術の間、図16cにおいて示されるように、橈骨の遠位端が外科的
に曝露され、ガイダンスツール306が位置付けられる。検証ツールを使用する検証に続い
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て、ガイダンスツール306へ挿入されるドリルスリーブ（または再調整スリーブ）を使用
して、ユーザーは、図16dにおいて示される術前に計画された軌道310で橈骨302へスクリ
ュー穴を開ける。手法は、Forstnerドリルビットまたはその他の適したツールを使用して
遠位表面の成形を容易にするために第二ガイダンスツール（示されない）をさらに使用し
てもよい。ガイダンスツール306は、骨切り術の成形段階におけるフライス加工のポジシ
ョン/位置および深さの両方を容易にするように設定され得る。成形が完了した後、ガイ
ダンスツール306が取り外され、外科医が従来的な方式で骨切り術を行う。プレート、例
えばSynthes 3.5 mmロッキング圧縮プレート304は、術前に計画されたスクリュー穴を使
用して固定される。
【０１７３】
　図17aおよび17bは、術前手法/方法論および結果としてもたらされるガイダンスツール
が、人工膝関節置換手術において使用される、さらなる態様を提供する。人工膝関節置換
手術において、大腿骨402および脛骨404の3-D等表面モデル400が作り出され、大腿骨遠位
部および脛骨切除が計画される。二つのガイダンスピン408のガイド配置に対するガイド
メカニズムを含む、大腿骨402に対する患者固有ガイダンスツール406が作り出される（図
17a）。手術の間、ガイダンスツール406が、患者の生体構造上に置かれ、検証ツールを使
用して位置的に検証され、次いでピン408が、大腿骨402へ置かれる。ガイダンスツール40
6を取り外した後、切除面の術前計画に対する切除ブロックをガイドするために、ピン408
が使用される。ピン412のガイド配置に対するガイドメカニズムを含む同様のガイダンス
ツール410が、脛骨404に対して作り出される（図17b）。手術の間、これらのガイダンス
ピン412は、計画された脛骨切除面に対する切除ブロックの配置を可能にする。必要に応
じて、ガイドメカニズムは、検証ツールを使用して示されるように必要とされる任意の補
正に従って調節される。
【０１７４】
　図18は、術前手法/方法論および結果としてもたらされるガイダンスツールが人工足関
節置換手術において使用される、さらなる態様を提供する。人工足関節置換手術は、過去
数年に、末期足関節炎の処置において認められた方法になった。人工足関節置換手術の長
期帰結を解析する研究により、初期インプラント調整が術中および術後合併症を避けるこ
とにおいて、非常に重要な因子であることが示された。人工足関節置換手術に関する文献
により、この手法の採用するにあたって習得が困難であることを示した。特に、外科的曝
露が距骨の小さな部分しか可視化できないので、距骨部分の正しい調整を獲得することが
問題である。その他の問題の中でも、この限定された視野は、初期外科的治具の正しいポ
ジションを術中に決定することを困難にする。下肢関節形成術における適切な部分調整に
対する必要性を強調することが調査の主要部分であり、不適切な調整および不安定性が、
人工足関節置換手術における早期（すなわち、5年未満）の不具合の２大原因であること
を示している。
【０１７５】
　股関節リサーフェシングに対して上で記載される術前手法/方法論に従って、患者は、
第一に術前計画を受け、CTスキャン（またはその他の適した医療用イメージング）が、生
体構造患部上で行われる。図18aにおいて示されるように、医療用イメージングから3-D仮
想モデル500が制作される。
【０１７６】
　術前計画の際、図18bにおいて示されるように、人工装具部分502a、502bのポジション
、サイズ、および配向が決定される。次いで、仮想骨モデル500がロードされ、生体構造
的軸が定義され、仮想人工装具部分502a、502bが脛骨および距骨仮想モデルに重ね合わさ
れる。このステージで、ユーザーは、各々の仮想人工装具モデルのポジションおよび配向
を修正することができる。次いで、最終部分の特徴が保存される。
【０１７７】
　術前計画に基づいて、次いで、高速プロトタイプ技術を使用して、選ばれた外科的アプ
ローチを介してアクセス可能である脛骨遠位部および距骨508と相補的な係合表面506を提
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供するガイダンスツール504が作り出され得る。
【０１７８】
　術中に、人工足関節置換手術は、従来的な外科的アプローチで始まる。脛骨遠位部およ
び距骨508が曝露された後、図18cにおいて示されるように、ガイダンスツール506が、患
者の生体構造の対応する登録表面に合わせられ、ドリルスリーブが挿入され、または必要
な場合、再調整スリーブで調節され、かつガイドピン510が、適切なポジションへ掘り込
まれる。ガイダンスツールが取り外されると、図18dにおいて示されるように、従来的な
平面脛骨切除ブロック512が、脛骨508に合わせられ得る。次いで、切除が行われ得る。切
削ガイドのポジションは、骨を切る前にX線透視で確認され得る。
【０１７９】
　主に掘削およびピン配置のフレームワーク内で例示されるが、上で記載される術前プロ
セスは、その他の医療器具をともなう使用に適したその他のガイダンスツールの開発にお
ける適用を見出し得る。切削、拡掘、およびリサーフェシングに対して意図される機器を
ガイドするのに適しているガイダンスツールが、術前に計画され、かつ製造され得る。ガ
イドメカニズムが、図18cにおいて示されるようにガイドピンをセットする代わりに、鋸
刃をガイドするために使用されるガイダンスブロック602を含む、人工足関節置換手術に
対する代わりの手法およびガイダンスツール600が、図19a～19cにおいて示される。その
ような手法において、ガイダンスツール600の術前計画は、術前に定義された軌道が、鋸
が方向付けられるべき面として同定されること以外は、上で議論されるものと同様である
。術中に使用される場合、ガイダンスツール600は、患者の生体構造に合わせられ、正確
な配置に対して検証される。位置的に検証されると、ガイドメカニズムは、鋸刃606を合
わせるためのスロット604を含む適当なガイドブロック602を装着される。スロット604は
、刃を合わせるような寸法にされ、刃を術前に決定された軌道面に沿って方向付ける。検
証ツールによってとられた測定に基づいて調節が必要ならば、図19b（並進オフセット）
および19c（角度オフセット）において示されるように、代わりの再調整ガイドブロック6
08が使用され得る。
【０１８０】
　ガイドブロックにおいてスロットとして示されるが、ガイダンスツールは、鋸刃または
同様の道具（例えば、のみ）をガイドするために一つまたは複数の縁上に軸受表面を提供
し得る。ガイダンスツールは、さまざまな医療器具をガイドするために、ガイドメカニズ
ムの任意の組み合わせを含んでもよい。例えば、ガイダンスツールは、複数のピンをセッ
トするためのガイドメカニズムを含み得るが、鋸刃をガイドするような寸法にされたガイ
ドブロックの受け入れに適したガイドメカニズムも提供する。
【０１８１】
　上で記載される手法の態様により、個別の患者固有テンプレートまたはガイダンスツー
ルの術中使用が骨および関節手術の際の全体的な精度を向上させ、成功率を高めることを
可能にする。記載されるように、患者固有ガイダンスツールは、患者の生体構造の術前サ
ーベイから作り出される。生体構造をサーベイし、かつモデリングする術前段階は、術中
ナビゲーションの間に使用される精度値に基づいて中心ピン調整に対する計画を提供する
。さらに、術前計画は、個々の患者固有ガイダンスツールを使用して、登録（性能指数）
に対する数学的質値（mathematical quality value）を提供する。値は、ガイダンスツー
ルを処置される患者に固有の一つのポジションに厳密に合わせる能力を反映する。加えて
、ずれが術中に同定される事象において、術前に定義されたピン軌道を達成するために、
オフセットドリルスリーブが、指摘されたずれを補正するために使用され得る。実際に、
前方外側アプローチを使用する25股関節リサーフェシング手法に対する3-D軌道解析は、
高度な軌道精度を示した。計画された角度と比較されるナビゲートされた外反角度の平均
偏差は、3.57°の標準偏差をともなう1.46°内反であると決定された。大腿骨頸骨折、敗
血症、または感染症などの合併症は、観測されていない。
【０１８２】
　要約すれば、患者の生体構造の術前サーベイおよびモデリングならびに患者固有ガイダ
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ンスツールのその後の計画および制作は、組織内に「コンピューター支援エンジニアリン
グチーム」がいないクリニックが、コンピューター支援手術の精度を達成することを可能
にする。図20において概説されるように、全体的な手法における全般的な段階は、以下の
ように示される：
a. 患者の患部の生体構造の適した医療用イメージ（例えば、CTスキャン）が獲得され、3
-Dモデルが生成される（700）；
b. 患者の生体構造の3-Dモデルに基づいて、生体構造への任意の操作（例えば、ピン配置
、成形など）の正しい配置/軌道を決定するために、術前計画が実施される（710）；
c. 術前計画の結果に基づいて、患者の生体構造の固有の登録表面などであるがそれらに
限定されない因子を考慮して、ガイダンスツールのデザインが計算される（720）；
d. ガイダンスツールのデザインが、要求しているユーザーによる点検、検証、および承
認を受ける（730）；
e. デザインが、高速プロトタイプ製造によって使用可能な物理的フォームへ変換され、
かつ要求しているユーザーに送られる（740）；
f. ガイダンスツールが、（ユーザーによる受け入れの前にまたはその際に）使用のため
に滅菌され、かつ準備される（750）；
g. ガイダンスツールが術中に使用される（760）。
【０１８３】
　上で記載される手法は、先行技術を越える多くの顕著な利点を有する。第一に、手法は
、CASの正確性の利点を外科的調整ツールに関する精密さ、再現性、低コスト、および使
いやすさ便益と組み合わせる。処置される固有の患者に対してガイダンスツールを最適化
し、かつカスタマイズすることによって、ツールは、より小さく作られ得、それによって
手術の間の切開のサイズを軽減する。手法は、実施しやすく、概して術中コンピューター
支援手術方法論と関連する高額なディスポを必要としない。手法は、光電子工学コンピュ
ーター支援手術と関連する「視線」問題を軽減する。つまり、従来的なコンピューター支
援手術に対して設定される手術室において、参加しているスタッフと適所にある装置との
間に概して特定の量の干渉がある。例えば、外科医は、コンピューター支援装置の「視線
」を邪魔し、またはコンピューター支援装置は、外科医の「視線」に干渉する。上述の手
法は、手術室における厄介な装置の数量が軽減されるので、そのような「視線」問題を軽
減する。さらに、追加的な外科的曝露を必要としない。ガイダンスツールはカスタマイズ
され、それによって精密さを向上させ、かつ合併症および手術時間を減少させる。ガイダ
ンスツールはディスポであり、在庫管理が最適化される。また、ガイダンスツールは、ピ
ン配置に対する制御された並進および角度術中調節を可能にする。
【０１８４】
　理解されるように、様々な代わりの適用可能な手法に対して、当業者にとって明らかで
あると考えられるように、特殊な留め具が必要である場合がある。技術、ツール、および
方法論は、決して、股関節リサーフェシングまたは例示的な態様のいずれかに限定される
ことを意味しない。
【０１８５】
　態様が詳細に記載され、かつ例証されているが、様々な改変および変化がなされ得るこ
とが理解される。いくつかの態様が上で記載されているが、上で記載される機構のいくつ
かは、改変され得る、置換され得る、または省略さえされ得る。例えば、患者の生体構造
上でガイダンスツールを登録するための係合表面は、任意の数の特徴的目印、一つから複
数のそのような機構を組み入れ得る。掘削スリーブは、外科的グレード金属（例えば、外
科的グレードステンレススチール、チタンなど）であるとして記載されるが、外科的に適
合性のあるポリマーなどのその他の適した材料が使用されてもよい。ガイダンスツールは
、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS）から製造されるが、その他の適したポリ
マー材料および金属が使用されてもよい。ガイダンスツールを作り出すために、高速プロ
トタイピングが使用されるが、必要なツールを形成するために、CNCフライス加工または
鋳造テクノロジーなどのその他の方法が使用されてもよい。ガイダンスツールを使用して
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にとって明らかであると考えられるように、その他の適したピンアンカリング代替が使わ
れてもよい。検証ツールは、スライド式ルーラーとともに示されるが、検証ツールは、ギ
ア付きキャリパー様またはその他のメカニズムを用いて設定される場合もあると考えられ
る。ガイダンスツールは、概して、ユニタリー構造体として示されるが、ガイドブロック
および本体セクションは、別個に製造され制作後に取り付けられてもよい。加えて、ディ
スポ部分を係合表面を含むカスタマイズされた本体セクションに制限しながら、ガイドブ
ロック部分またはツールを再使用することは実現可能であり得る。ガイドブロックは、各
々の目印に対するロッキングキーを有するように記載されるが、ロッキングキーのポジシ
ョンによって定義される同じ面上にある複数の目印位置が、単一のロッキングキーに対応
してもよい。一つまたは複数のロッキングキーは、術中に調節されてもよく、調節の量は
、検証ツールおよび/またはガイダンスツール上の分度器様スケールなどの適したマーキ
ングまたはスケールによって決定され得る。あるいは、検証ツールは、一つまたは複数の
ロッキングキーから離され、かつそのポジションが調節されてもよく、調節の量は、検証
ツールおよび/またはガイダンスツール上の分度器様スケールなどの適したマーキングま
たはスケールによって決定され得る。検証ツールおよび掘削スリーブは、記載されるプロ
セスの間に同じチャネルを各々別個に使用するが、ガイダンスツール、特にガイドブロッ
クは、これらの部分の各々を受け入れるための別個のチャネルまたはレセプタクルを用い
て設定されてもよい。当業者にとって、さらなる代替および改変が生じ得る。すべてのそ
のような代替および改変は、本発明の範囲内であると信じられており、本明細書に添付さ
れる特許請求の範囲によってカバーされる。
【０１８６】
　すべての引用される刊行物の内容は、全体として参照により本明細書に組み入れられる
。

【図１】 【図２】
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