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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】セメントレス固定用の整形外科用人工器官を提
供する。
【解決手段】整形外科用人工器官は、中実金属部２４と
多孔質金属部８６を有する第１構成要素を含み、前記中
実金属部は、前記第２中実金属表面２８から前記第１中
実金属表面２６に向かって延在し、かつその間の平面に
端部を有する、テーパ状の内壁７０、内部面取りチャン
バ７２、開口部７４を画定し、前記多孔質金属部８６が
、ヘッド７６、シャフト７８およびテーパ状の壁８４を
有するペグ３４Ａを含み、前記ペグの一部が、前記第２
中実金属表面における前記開口部を通過して外向きに延
在し、前記中実金属部が前記第１中実金属表面から前記
ペグの前記ヘッドまで延在し、前記ペグの前記ヘッドを
覆い、前記ペグと、前記中実金属部の前記第２中実金属
表面との間に冶金学的な接続がない。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中実金属部と多孔質金属部を有する第１構成要素、
　を含む整形外科用人工器官であって、
　前記中実金属部が、第１中実金属表面と前記第１中実金属表面から間隔を置いて配置さ
れた第２中実金属表面とを含み、
　前記中実金属部は、前記第２中実金属表面から前記第１中実金属表面に向かって延在し
、かつ前記第１中実金属表面と前記第２中実金属表面との間の平面に端部を有する、内壁
を有し、
　前記内壁が、前記第１中実金属表面から最も離れた最小の内径と、前記内壁の前記端部
により大きな内径とを有するようにテーパ状になっており、内部面取りチャンバを画定し
、
　前記第２中実金属表面が、前記内壁と前記第２中実金属表面との接合部に開口部を有し
、
　前記多孔質金属部が、ヘッドとシャフトを有するペグを含み、
　前記ペグの前記ヘッドが、第１自由端と、前記ヘッドと前記シャフトとの接合部から前
記第１自由端に向かって延在するテーパ状の壁と、を有し、
　前記ペグが、前記第１自由端における最大外径と、前記ヘッドと前記シャフトとの前記
接合部におけるより小さい外径と、を有し、
　前記ペグの前記ヘッドの少なくともかなりの部分が、前記第１中実金属表面と前記第２
中実金属表面との間の前記中実金属部中の前記面取りチャンバ内に受容され、
　前記ペグの一部が、前記第２中実金属表面における前記開口部を通過して外向きに延在
し、
　前記中実金属部が前記第１中実金属表面から前記ペグの前記ヘッドまで延在し、前記ペ
グの前記ヘッドを覆い、
　前記ペグと、前記中実金属部の前記第２中実金属表面との間に冶金学的な接続がない、
整形外科用人工器官。
【請求項２】
　前記ペグと、前記中実金属部との間に冶金学的な接続がない、請求項１に記載の整形外
科用人工器官。
【請求項３】
　前記中実金属部と前記多孔質金属部が異なる金属を含有する、請求項１に記載の整形外
科用人工器官。
【請求項４】
　前記中実金属部がコバルトを含有し、前記多孔質金属部がチタンを含有する、請求項１
に記載の整形外科用人工器官。
【請求項５】
　前記中実金属部がコバルトと、クロムと、モリブデンの合金を含有し、前記多孔質金属
部がチタン金属発泡体を含有する、請求項４に記載の整形外科用人工器官。
【請求項６】
　前記第１構成要素が、関節面と骨対向面を有する遠位大腿骨インプラント構成要素を含
み、
　前記第１表面が前記関節面のうちの１つを含み、
　前記第２表面が前記骨対向面のうちの１つを含む、請求項１に記載の整形外科用人工器
官。
【請求項７】
　前記遠位大腿骨インプラント構成要素の前記関節面を受容するための関節面を有する軸
受を更に有する、請求項６に記載の整形外科用人工関節。
【請求項８】
　前記軸受が、前記軸受の前記関節面から間隔を置いて配置された搭載面を有し、前記人
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工器官が、前記軸受の前記搭載面を受容するための支持面を有する脛骨トレイを更に含む
、請求項７に記載の整形外科用人工器官。
【請求項９】
　前記軸受の前記搭載面と前記脛骨トレイの前記支持面が前記軸受を前記脛骨トレイに固
定するための相補型構造を有し、
　前記相補型構造は、前記トレイの前記支持面から近位側に延在し、前記トレイの前記支
持面に連続している中実金属前方バットレスを有し、
　前記前方バットレスの一部が、前記ペグの前記ヘッドの少なくとも一部を、前記前方バ
ットレスと前記ペグの前記ヘッドとの間を延在する中実金属で覆う、請求項８に記載の整
形外科用人工器官。
【請求項１０】
　前記中実金属部が前記ペグを囲む中実金属環を含み、前記中実金属環が、前記第１構成
要素の前記中実金属部の前記第２中実金属表面と連続し、そこから延在する、請求項１に
記載の整形外科用人工器官。
【請求項１１】
　前記中実金属環と前記ペグとの間に冶金学的な結合がない、請求項１０に記載の整形外
科用人工器官。
【請求項１２】
　前記金属環が前記ペグの前記表面から約１ｍｍ外に延在している、請求項１１に記載の
整形外科用人工器官。
【請求項１３】
　前記面取りチャンバが前記第２中実金属表面の高さを越えて延在するように、前記金属
環が、前記面取りチャンバの前記テーパ状の内壁と連続したテーパ状の内壁を有する、請
求項１１に記載の整形外科用人工器官。
【請求項１４】
　前記多孔質金属部が、前記第２中実金属表面に冶金学的に結合された多孔質金属の層を
含む、請求項１０に記載の整形外科用人工器官。
【請求項１５】
　前記ペグの前記ヘッドの前記第１自由端に隣接した前記中実金属部に環状隙間が存在す
る、請求項１に記載の整形外科用人工器官。
【請求項１６】
　前記面取りチャンバが長手方向中心軸を有し、前記面取りチャンバの前記内壁が前記長
手方向中心軸と約４０度の角度を画定する、請求項１に記載の整形外科用人工器官。
【請求項１７】
　前記トレイの前記中実金属部が、前記第１中実金属表面と前記第２中実金属表面との間
で５ｍｍ未満の厚さを有する、請求項１に記載の整形外科用人工器官。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、全体が参照として本願に組み込まれている２０１３年３月１５日に出願された
米国仮特許出願第６１／７９９５７０号「Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｏ
ｆ　Ｐｅｇｓ　ｔｏ　Ｐｒｏｔｈｅｓｉｓ」に対する優先権を主張する。
【０００２】
　（発明の分野）
　本開示は一般的に、埋め込み可能な整形外科用人工関節、より具体的には、軸受構成要
素及び軸受構成要素を支持する別の構成要素を有する埋め込み可能な整形外科用人工関節
に関連する。
【背景技術】
【０００３】
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　患者の一生の間において、例えば疾患又は外傷の結果として患者に関節置換術を行う必
要が生じ得る。関節置換手術は、１つ以上に患者の骨に埋め込まれる人工関節の使用を伴
う場合がある。膝置換手術の場合、脛骨トレイが患者の脛骨に埋め込まれる。軸受が次に
脛骨トレイに固定される。代替大腿骨構成要素の顆表面は、脛骨軸受を支える。
【０００４】
　１つの種類の人工膝関節は、固定軸受人工膝関節である。その名の示す通り、固定軸受
人工膝関節の軸受は脛骨トレイに対して動かない。固定軸受設計は通常、患者の軟組織（
すなわち、膝靱帯）の状態が、可動軸受を有する人工膝関節の使用を許さない場合に使用
される。
【０００５】
　対照的に、可動軸受の種類の人工膝関節では、軸受は脛骨トレイに対して動くことがで
きる。可動軸受人工膝関節は、いわゆる「回転台」人工膝関節を含み、軸受は脛骨トレイ
上の長手方向軸を中心として回転することができる。
【０００６】
　脛骨トレイは通常、生体適合性の金属、例えば、コバルトクロム合金又はチタニウム合
金から作製される。
【０００７】
　固定及び可動軸受膝関節の両方において、脛骨トレイは、患者の脛骨上の所定の位置に
セメント固定されるように設計されてもよく、あるいはセメントレス固定用に設計されて
もよい。セメント固定は、脛骨トレイとセメントとの間、加えてセメントと骨との間の機
械的結合に依存する。セメントレスインプラントは一般的に、インプラント構成要素への
骨内部成長に繋がり、二次固定においてかなりの部分がこの骨内部成長に依存する表面特
徴を有し、一次固定はインプラントと処理された骨との機械的フィットによって達成され
る。
【０００８】
　固定及び可動軸受、並びにセメント固定及びセメントレス関節形成システムの双方の脛
骨構成要素は通常、脛骨トレイ及び脛骨トレイによって保持されるポリマー軸受を含む、
モジュラー構成要素である。脛骨トレイは通常、ペグ又は茎部などの遠位に延在する機構
を含む。これらの延長部は脛骨平坦部の表面下を貫通し、脛骨トレイ構成要素を運動に対
して安定化させる。セメントレス脛骨インプラントでは、これらの延長部の外表面は、骨
内部成長を可能にするために、典型的には多孔質である。例えば、Ｚｉｍｍｅｒ　Ｔｒａ
ｂｅｃｕｌａｒ　Ｍｅｔａｌ　Ｍｏｎｏｂｌｏｃｋ脛骨トレイでは、平坦な遠位表面及び
六角形の軸面を備えるペグが、多孔質の金属で完全に形成される。このようなトレイでは
、骨内部成長が、遠位表面を含むペグの全表面に沿って生じる傾向にある。
【０００９】
　このような人工膝関節システムの大腿骨構成要素もまた、セメント固定又はセメントレ
ス固定のいずれかのために設計される。セメント固定では、大腿骨構成要素は、典型的に
は凹部又はセメントポケットを含む。セメントレス固定では、大腿骨構成要素は、圧力嵌
めによる一次固定のために設計され、骨内部成長に好適な多孔質の骨嵌合表面を含む。双
方の設計とも、インプラントの安定化のために、大腿骨に調製された穴内に延在するよう
に設計されたペグを含み得る。
【００１０】
　時として、この一次人工膝関節は故障する。故障は、磨耗、非感染性の弛み、骨溶解、
靭帯の不安定化、関節の線維化及び膝蓋大腿部における合併症を含む多くの要因により生
じる。その故障が消耗による場合、修正手術が必要であり得る。修正では、一次人工膝関
節（又はその一部分）は取り外され、修正人工関節システムの構成要素と置換される。
【００１１】
　脛骨又は大腿骨インプラントが自然骨内に延びる延長部（ペグ又は茎部など）を含む場
合、修正手術は通常、骨からの延長部を除去するために、骨の切除を必要とする。この切
除は、外科手術を複雑にし、延長部を骨から除去せず、延長部に手をつけずインプラント
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を除去すると、患者の自然骨肉を必要以上に除去することがよくある。この追加的な骨の
除去は、骨を更に損傷し、骨の病的状態若しくは異常を誘発する危険性を増加させ、又は
修正インプラントの固定のために利用可能な健康な骨を減少させる場合がある。その上、
大幅な切除は通常、空間を埋め、関節構成要素をその予測される形状に修復するために、
より大きな整形外科用インプラントが必要であることを意味する。
【００１２】
　一次インプラント構成要素の骨からの除去におけるこの困難さは、骨が延長部内にも成
長するという事実によって助長される。これらの接続を切断することは、大量の骨を切除
せずには、これらの領域の全てに容易にアクセスすることができないために、問題となり
得る。
【００１３】
　同様の問題が、他の種類の人工関節においても提示され得る。
【００１４】
　本願の譲受人は、既に、多孔質金属ペグの人工関節における使用に関する特許出願を出
願済みである。これらの特許出願は、以下の米国特許公開を含む。米国特許公開第２０１
１００２９０９０　Ａ１号「Ｐｒｏｓｔｈｅｓｉｓ　Ｗｉｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｅｘｔ
ｅｎｓｉｏｎｓ」；米国特許公開第２０１１００３５０１７　Ａ１号「Ｐｒｏｓｔｈｅｓ
ｉｓ　Ｗｉｔｈ　Ｃｕｔ－Ｏｆｆ　Ｐｅｇｓ　Ａｎｄ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｍｅｔｈｏｄ
」；米国特許公開第２０１１００３５０１８　Ａ１号「Ｐｒｏｓｔｈｅｓｉｓ　Ｗｉｔｈ
　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ」；米国特許公開第２０１１０１０６２６８
　Ａ１号「Ｐｒｏｓｔｈｅｉｓ　Ｆｏｒ　Ｃｅｍｅｎｔｅｄ　Ｆｉｘａｔｉｏｎ　Ａｎｄ
　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｔｈｅ　Ｐｒｏｓｔｈｅｓｉｓ」これらの特許
出願の開示は、参照としてその全体が本明細書に組み込まれる。
【００１５】
　米国特許公開における、例としての、開示された延長部の使用第２０１１００３５０１
７号は、外科医が、インプラントの骨係合面に沿い、脛骨トレイプラットフォームから骨
の内部まで延在する多孔質金属延長部を貫通して切断することを可能にする。これは、修
正手術時に脛骨プラットフォームを容易に取り外せる骨鋸を使用することによって実施で
きる。骨から延長部を取り外すために、外科医は、各延長部の外周の周囲において冠状鋸
などの鋸で切断できる。これで、各延長部は骨から容易に取り外し得る。
【００１６】
　米国特許公開第２０１１０１０６２６８号、第２０１１００３５０１７号、第２０１１
００２９０９２号及び第２０１１００２９０９０号は、多孔質金属ペグを中実金属ベース
に焼結する方法、並びに焼結せずに多孔質金属ペグを中実金属スタッドに（例えば、モー
ルステーパ状の接合によって）装着する方法を開示している。冶金学的な結合を形成する
焼結法は、特に、中実金属基部がＣｏ－Ｃｒ－Ｍｏ合金を、ペグがチタン発泡体を含む場
合、実際問題としては、難解だが興味をそそる方法である。これらの金属は、焼結温度に
は適合せず、これら金属間の結合は、結果的には界面で脆い金属間材料を形成する。これ
らの脆い金属間材料は、受け入れられない機械的特性を有し得る。従って、いくつかの材
料の場合、機械的結合が好ましい。インプラント構成要素の多孔質の中実金属部品を機械
的に結合する方法が米国特許公開第２０１１０１０６２６８号、第２０１１００３５０１
７号、第２０１１０２９０９２号、及び第２０１１００２９０９０号で開示されているが
、よりコスト効果があり、有利な特性をもたらし得る、多孔質の中実金属部品を機械的に
結合する他のオプションを探究することが好ましい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は、セメントレス固定に好適で、修正手術において骨からより容易に取り外して
自然骨肉を保存でき、機械的に結合し得る多孔質の中実金属構成要素から成る、人工関節
の必要性に対処する。更に、このような人工関節を作製する方法が開示されている。本発
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明の例示される実施形態は、これらの必要性全てに対処するが、特許請求の範囲によって
定義される本発明の範囲は、これらの必要性の１つ以上に対処する人工関節を含み得るこ
とが理解されるべきである。本発明の様々な態様が、以下でより完全に記載されているよ
うに、追加の有利性を提供することが理解されるべきである。加えて、本発明の原理は、
人工膝関節、並びに他の人工関節、例えば人工足関節などに応用され得ることが理解され
るべきである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　一態様において、本発明は、中実金属部と多孔質金属部を有する第１構成要素を含む人
工関節を提供する。中実金属部は、第１中実金属表面と第１中実金属表面から間隔を置い
て配置された第２中実金属表面とを含む。内壁は第２中実金属表面から第１中実金属表面
に向かって延在し、かつ第１中実金属表面と第２中実金属表面との間の高さに端部を有す
る。内壁は、第１中実金属表面から最も離れた最小の内径を有し、内壁の端部により大き
な内径を有するようにテーパ状になっており、内部面取りチャンバを画定する。第２中実
金属表面は、内壁と第２中実金属表面との接合部に開口部を有する。多孔質金属部は、ヘ
ッドとシャフト有するペグを含む。ペグのヘッドは、第１自由端と、ヘッドとシャフトと
の接合部から第１自由端に向かって延在するテーパ状の壁を有する。ペグは、第１自由端
における最大外径を有し、ヘッドとシャフトとの接合部におけるより小さい外径を有する
。ペグのヘッドの少なくともかなりの部分が、第１中実金属表面と第２中実金属表面との
間の中実金属部の面取りチャンバ内に受容される。ペグの一部分が、第２中実金属表面の
開口部を貫通して外方向に延延する。中実金属部は、第１中実金属表面からペグのヘッド
に延在し、ペグのヘッドを覆う。ペグと中実金属部の第２中実金属表面との間には冶金学
的な接続がない。
【００１９】
　例示の実施形態において、中実金属部と多孔質金属部は異なる金属を含む。例えば、中
実金属部はコバルト（及び、特に、コバルト、クロム、及びモリブデンの合金）を含み得
、多孔質金属部は、チタン（及び、特に、金属発泡体）を含み得る。
【００２０】
　別の例示的実施形態において、第１構成要素は、関節面と骨対向面を有する遠位大腿骨
インプラント構成要素を含む。この実施形態において、第１表面は関節面のうちの１つを
含み、第２表面は、骨対向面のうちの１つを含む。人工関節は、更に、遠位大腿骨インプ
ラント構成要素を受容するための関節面を有する軸受を含む。
【００２１】
　この実施形態における軸受は、軸受の関節面から間隔を置いて配置された装着面を有し
得る。人工器官は、更に、軸受の装着面を受容するための支持面を有する脛骨トレイを含
み得る。１つの特定な実施形態において、脛骨トレイと軸受は、固定された軸受であって
、軸受の装着面と脛骨トレイの支持面は、軸受を脛骨トレイに固定する相補型構造を有す
る。相補型構造は、トレイの支持面から近位側に延在し、トレイの支持面に連続している
中実金属前方バットレスを含み得る。例示された実施形態の１つにおいて、前方バットレ
スの一部分は、ペグのヘッドの少なくとも一部分を覆い、中実金属は、前方バットレスと
ペグのヘッドとの間に延在する。
【００２２】
　別の例示的実施形態において、中実金属部は、ペグを囲む中実金属環を含む。本実施形
態における中実金属環は、第１構成要素の中実金属部の第２中実金属表面に連続し、それ
から延在している。この特定の実施形態において、中実金属環とペグとの間には金属結合
がない。この特定の実施形態において、金属環は、ペグの表面から約１ｍｍ外方向に放射
状に延延し得る。更に、この特定の実施形態において、面取りチャンバが第２中実金属表
面の平面を越えて延在し、より長いヘッドを有するペグを使用してペグのヘッドと面取り
チャンバとの間の接触面を最大化することを可能にするように、金属環が、面取りチャン
バのテーパ状の内壁と連続するテーパ状の内壁を有し得る。
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【００２３】
　いずれの実施形態においても、多孔質金属の層は、第２中実金属表面に金属的に結合し
得る。金属環を有する実施形態において、多孔質金属の層は、中実金属環に向かって延在
し得る。
【００２４】
　いずれの実施形態においても、ペグのヘッドの第１自由端に隣接した中実金属部に環状
の隙間が存在し得る。
【００２５】
　いずれの実施形態においても、面取りチャンバの内壁は、面取りチャンバの中央縦軸に
約４０度の角度を画定し得る。
【００２６】
　いずれの実施形態においても、トレイの中実金属部は、第１中実金属表面と第２中実金
属表面との間で５ｍｍ未満の厚さを有し得る。
【００２７】
　別の態様において、本発明は、中実金属基部と、多孔質金属ペグと、中実金属プラグと
、から人工関節を作製する方法を提供する。
【００２８】
　本発明のこの態様において、中実金属基部は、第１金属表面と、第１金属表面から間隔
を置いて配置された第２金属表面と、を含む。第１中実金属表面には穴があり、第２中実
金属表面には別の穴がある。内壁はこれらの穴を越えて延在し、これらの穴を画定してい
る。内壁は、テーパ状の部分と円筒部分とを有する。テーパ状の部分は、第２中実金属表
面における最小内径と、第１中実金属表面と第２中実金属表面との間の位置における最大
外径と、を有する。内壁の円筒部分は、テーパ状の部分から第１中実金属表面に穴を画定
する縁部まで延在する。内壁のテーパ状の部分は、面取りチャンバを画定し、円筒部分は
、円筒形チャンバを画定する。
【００２９】
　本発明のこの態様において、ペグは、ヘッドとシャフトを含む。ヘッドは、第１自由端
と、第１自由端における端面と、第１自由端からヘッドとシャフトの接合部まで延在する
テーパ状の壁と、を有する。ペグの最大外径は、第１自由端にあり、ペグのより小さい外
径は、ヘッドとシャフトの接合部に存在する。
【００３０】
　本発明のこの態様において、プラグは、第１中実金属表面と、第２中実金属表面と、第
１中実金属表面から第２中実金属表面に向かって延在する側壁と、を含む。
【００３１】
　本発明のこの態様において、該方法は、ヘッドのテーパ状の壁が内壁のテーパ状の部分
にもたれかかって、ペグのシャフトが中実金属基部の第２中実金属表面を過ぎて露出され
ている状態で、ペグを位置決めする工程を含む。ペグのヘッドの端面は、中実金属基部に
おける面取りチャンバと円筒形チャンバとの接合部を越えて延在しない。プラグは、ペグ
のヘッドの端面にもたれかかるプラグの第２中実金属表面と、円筒形チャンバを画定する
内壁の円筒部分に係合するプラグの側壁とによって、中実金属基部における円筒型チャン
バに圧力嵌めされる。この後、中実金属プラグが、中実金属基部の第１中実金属表面に固
定される。基部の第１中実金属表面を越えて延在する、中実金属プラグの望ましくない部
分は取り除かれる。
【００３２】
　例示の実施形態において、中実金属基部の円筒型チャンバは内径を有する。プラグの第
１中実金属表面は、外径を有する。プラグの第１中実金属表面とプラグの側壁は、第１円
筒部分を画定する。プラグの第２中実金属表面は、異なる外径を有する。プラグの第２中
実金属表面とプラグの側壁は、第２円筒部分を画定する。プラグの第１円筒部分の外径は
、プラグの第２円筒部分の外径より大きい。円筒型チャンバの内径とプラグの円筒部分の
外径は、プラグの第１円筒部分の円筒型チャンバへの圧力嵌めを可能にする大きさである
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。
【００３３】
　更に特定の実施形態において、プラグの第１円筒部分が円筒型チャンバに圧力嵌めされ
た後は、プラグの第２円筒部分と中実金属基部の内壁との間の接触はない。
【００３４】
　別の更に特定の実施形態においては、プラグの第１円筒部分は、軸長を有し、中実金属
基部の円筒型チャンバは、軸長を有する。プラグの第１円筒部分の軸長は、中実金属基部
の円筒型チャンバの軸長よりも大きい。
【００３５】
　別の更に特定の実施形態（固定軸受）において、中実金属基部は、第１中実金属表面か
ら高さまで外方向に延在する前方バットレスを含む。この実施形態において、プラグの第
１円筒部分の軸長は、プラグの第１円筒部分の一部分が中実金属基部の第１中実金属表面
の上に露出されるように、前方バットレスの高さまで延在するのに十分大きい。この実施
形態において、該方法は、プラグの第１円筒部分を前方バットレスに固定する工程と、プ
ラグの第１円筒部分の一部分が前方バットレスの一部分を画定するように、前方バットレ
スの固定後にプラグの第１円筒部分の一部分を除去する工程と、を含む。
【００３６】
　別の例示的な実施形態において、中実金属基部の第２中実金属表面は、第２中実金属表
面内の穴を囲む中実金属環を含む。環は、第２中実金属表面から外表面に向かって外方向
に延在する。
【００３７】
　更に特定の実施形態において、環の外表面の平面から円筒型チャンバと面取りチャンバ
との接合部を通る平面までの軸方向距離が、ペグのヘッドの軸長と実質的に同じである。
【００３８】
　更に特定の実施形態において、環の外径は、環の内径よりわずか２ｍｍ大きいのみであ
る。
【００３９】
　更に特定の実施形態において、該方法は、更に、中実金属基部の第２中実金属表面を環
の周囲において多孔質金属でコーティングする工程と、多孔質金属コーティングを中実金
属基部に焼結する工程と、を含む。
【００４０】
　更に特定の実施状態において、環の外表面と多孔質金属コーティングの露出面は実質的
に同一面である。
【００４１】
　別の例示的な実施形態において、プラグを円筒型チャンバに圧力嵌めする工程は、ペグ
のヘッドを圧縮する。
【００４２】
　別の例示的実施形態において、ペグはチタンを含有する発泡金属を含み、中実金属基部
は、コバルトを含有する合金を含み、中実金属プラグは、コバルトを含有する合金を含む
。
【００４３】
　別の例示的な実施形態において、中実金属基部は、複数の円筒型チャンバと複数の面取
りチャンバを含む。複数の多孔質金属ペグが設けられており、１つの多孔質金属ペグがそ
れぞれの面取りチャンバ内に配置されている。複数の中実金属プラグが設けられており、
１つの中実金属プラグがそれぞれの円筒型チャンバに圧力嵌めされている。各中実金属プ
ラグは、中実金属基部に固定されており、基部の第１中実金属表面を越えて延在するプラ
グの望ましくない余剰分は除去される。
【００４４】
　別の例示的実施形態において、人工関節は、近位脛骨インプラント構成要素、遠位大腿
骨インプラント構成要素、及び軸受を有する人工関節膝インプラントを含む。
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【００４５】
　別の例示的な実施形態において、中実金属基部は、近位脛骨インプラント構成要素の一
部分であり、第１中実金属表面は軸受の支持面を画定する。本実施形態において、該方法
は、更に、基部の第１中実金属表面を越えて延在する中実金属プラグの望ましくない部分
を除去する工程の後に、第１中実金属表面を磨く工程を含む。
【００４６】
　上記のいずれかの実施形態において、固定する工程は、溶接を含み得、より詳細には、
レーザ溶接を含み得る。
【００４７】
　別の態様において、本発明は、中実部分と多孔質部分を有する第１構成要素を含む整形
外科用人工関節を提供する。中実部分は、第１中実表面と、第１中実表面から間隔を置い
て配置されている第２中実表面を含む。内壁は第２中実金属表面から第１中実金属表面に
向かって延在し、第１中実表面と第２中実表面との間の高さに端部を有し、内壁はチャン
バを画定する。第２中実表面は、内壁と第２中実表面との接合部に開口部を有する。多孔
質部分は、ヘッドとシャフト有するペグを含む。ペグのヘッドの少なくともかなりの部分
は、第１中実表面と第２中実表面との間の中実部分の面取りチャンバ内にある。ペグの一
部分が、第２中実表面の開口部を通って外方向に延在する。構成要素の中実部分は、第１
中実表面からペグのヘッドまで延在し、ペグのヘッドを覆う。ペグ及び中実部分の第２中
実表面は、一緒に結合されない。
【００４８】
　更に特定の実施形態において、第１構成要素の中実部分は金属を含む。
【００４９】
　別の、更に特定の実施形態において、ペグは多孔質金属を含む。
【００５０】
　別の更に特定の実施形態において、中実部分内のチャンバは円錐台形状をしている。
【００５１】
　別の更に特定の実施形態において、ペグのヘッドは円錐台形状をしている。
【００５２】
　別の態様において、本発明は、中実基部、多孔質ペグ、及び中実プラグから人工関節を
作製する方法を提供する。中実基部は、第１中実表面と、第１中実表面から間隔を置いて
配置されている第２中実表面を含み、第１中実表面内の穴と、第２中実表面内の穴と、内
壁とが、それらの穴の間を延在してチャンバを画定する。ペグはヘッドとシャフトを含む
。ペグは、第１自由端を有し、ペグは、第１自由端における最大外径と、ヘッドとシャフ
トとの接合部における小さい外径を有する。プラグは、第１中実表面と、第１中実表面か
ら間隔を置いて配置される第２中実表面と、第１中実表面から第２中実表面に向かって延
在する側壁と、を含む。該方法は、チャンバ内のペグを中実基部に配置する工程を含む。
プラグは、プラグの第２中実表面がペグのヘッドの端面にもたれかかる状態で、中実基部
内のチャンバ内に圧力嵌めされる。中実プラグは、中実基部の第１中実表面に固定される
。この後、基部の第１中実表面を越えて延在する中実プラグの望ましくない部分は除去さ
れる。
【００５３】
　更に特定の実施形態において、第１構成要素の中実基部とプラグは金属を含む。
【００５４】
　別の、更に特定の実施形態において、ペグは多孔質金属を含む。
【００５５】
　別の更に特定の実施形態において、チャンバとペグのヘッドは円錐台形状をしている。
【００５６】
　別の更に特定の実施形態において、中実プラグを中実基部の第１中実表面に固定する工
程は溶接を含む。
【図面の簡単な説明】
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【００５７】
　発明を実施するための形態においては特に以下の図面を参照する。
【図１】固定軸受人工膝関節の分解斜視図である。
【図２】図１の膝関節の脛骨トレイの底面斜視図である。
【図３】図１の膝関節の脛骨トレイの平面図である。
【図４】矢印の方向で見た、図３の切断線４－４における図３の脛骨トレイの部分断面図
である。
【図５】図１～４の脛骨トレイの作製に使用する脛骨基部の平面図である。
【図６】図５の脛骨基部の底面図である。
【図７】矢印の方向で見た、図５の切断線７－７における、図５～６の脛骨基部の部分的
断面図である。
【図８】図１～４の脛骨トレイの作製に使用される多孔質金属ペグの側面図である。
【図９】図８の多孔質金属ペグの平面図である。
【図１０】図８～９の多孔質金属ペグの底面図である。
【図１１】図１～４の脛骨トレイの作製に使用する孔質金属プラグの側面図である。
【図１２】図１１の中実金属ペグの平面図である。
【図１３】図１１～１２の中実金属プラグの底面図である。
【図１４】図１～４の脛骨トレイの作製における中間段階の、図８～１０に示すタイプの
多孔質金属ペグとともに示す、図５～７の脛骨基部の斜視図である。
【図１５】図１～４の脛骨トレイの作製における中間段階の、脛骨基部の一部分と１つの
ペグを示す、図４及び図７と同様な部分的断面図である。
【図１６】（図１４及び図１５で例示されている段階の後の）、図１～４の脛骨トレイの
作製における中間段階の、図１１～１３に示すタイプの中実金属プラグとともに示す、図
５～図７の脛骨基部の斜視図である。
【図１７】（図１６で例示されている段階における）、図１～４の脛骨トレイの作製にお
ける中間段階における、脛骨基部の一部分と、１つの多孔質金属ペグと、１つの中実金属
プラグを示す、図４、図７、及び図１５と同じな部分的断面図である。
【図１８】本発明の代替的な実施形態を例示する、図４と同様な図である。
【図１９】本発明の別の代替的な実施形態を例示する、図４と同様な図である。
【図２０】本発明の別の代替的な実施形態を例示する、図４と同様な図である。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
　本開示の概念には様々な改変及び代替的形態が考えられるが、その特定の代表的な実施
形態を図面に例として示し、本明細書において詳細に述べる。ただし、本開示の概念を開
示される特定の形態に限定することを何ら意図するものではなく、その逆に、本発明は、
添付の「特許請求の範囲」において定義される発明の趣旨及び範囲に包含されるすべての
改変物、均等物及び代替物を網羅することを意図するものである点は理解されるべきであ
る。
【００５９】
　解剖学的参照を表す前側、後側、内側、外側、上、下等の用語は、本開示全体にて、本
明細書に記載する整形的インプラントと、患者の天然の解剖学的構造との両方に関して使
用され得る。これらの用語は、解剖学の研究及び整形外科学の分野のいずれにおいても広
く理解された意味を有するものである。明細書及び特許請求の範囲におけるこれらの解剖
学的参照用語の使用は、特に言及しない限り、それらの十分理解された意味と一致するこ
とが意図される。
【００６０】
　図１を参照すると、人工膝関節１０が示されている。人工膝関節１０は、大腿骨構成要
素１２、脛骨トレイ１４及び軸受１６を含む。例示される人工膝関節１０は、固定軸受人
工膝関節であり、これは脛骨トレイ１４と軸受１６との間に運動が生じないことが意図さ
れることを意味する。本発明の原理はまた、可動軸受設計、例えば回転台脛骨トレイ、並
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びに他の人工関節にも適用され得ることが理解されるべきである。
【００６１】
　例示される大腿骨構成要素１２は、２つの顆関節表面、すなわち内側顆関節表面１８及
び外側顆関節表面２０を含む。これらの関節表面１８、２０は中実金属である。大腿骨コ
ンポーネント１２は、患者の大腿骨の外科的に準備された末端部（図示せず）内に埋め込
まれるように構成され、一般に、患者の自然の大腿骨顆の構成を模倣するように構成され
る。したがって、外側顆表面２０及び内側顆表面１８は、自然の大腿骨の関節丘を概して
模倣するような方法で構成されて（例えば、湾曲している）。
【００６２】
　球欠平面（Ｊ湾曲）及び前額面の関節丘の具体的な湾曲は、ＤｅＰｕｙ　Ｓｙｎｔｈｅ
ｓ　Ｓａｌｅｓ，Ｉｎｃ．並びにその他の人工関節膝システムの供給者から入手可能な、
標準的な市販のインプラントなどのようなものであってよい。大腿骨構成要素１２は、Ｊ
湾曲を組み込んでもよく、その開示全体が本出願に参考として組み込まれている、以下の
米国特許出願に記載されているその他の機構を含んでもよい。即ち、米国特許出願第８，
２３６，０６１号「Ｏｒｔｈｏｐａｅｄｉｃ　Ｋｎｅｅ　Ｐｒｏｔｈｅｓｉｓ　Ｈａｖｉ
ｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｃｏｎｄｙｌａｒ　Ｃｕｒｖａｔｕｒｅ」、米国特許出願
第８，１９２，４９８号「Ｐｏｓｔｅｒｉｏｒ　Ｃｒｕｃｉａｔｅ－Ｒｅｔａｉｎｉｎｇ
　Ｏｒｔｈｏｐａｅｄｉｃ　Ｋｎｅｅ　Ｐｒｏｔｈｅｓｉｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌｌｅｄ　Ｃｏｎｄｙｌａｒ　Ｃｕｒｖａｔｕｒｅ」、連続番号１２／１６５，５７９
（整理番号ＤＥＰ６１５１ＵＳＮＰ）、「Ｏｒｔｈｏｐａｅｄｉｃ　Ｆｅｍｏｒａｌ　Ｃ
ｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｃｏｎｄｙｌａｒ　Ｃｕｒｖ
ａｔｕｒｅ」、連続番号１２／１６５，５８２（整理番号ＤＥＰ６０５７ＵＳＮＰ）、及
び米国特許出願第８，１８７，３３５号「Ｐｏｓｔｅｒｉｏｒ　Ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ　
Ｏｒｔｈｏｐａｅｄｉｃ　Ｋｎｅｅ　Ｐｒｏｓｔｈｅｓｉｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌｌｅｄ　Ｃｏｎｄｙｌａｒ　Ｃｕｒｖａｔｕｒｅ」。
【００６３】
　図１を再び参照すると、外側顆表面２０及び内側顆表面１８は互いに間隔を置いて配置
され、それによってそれらの間の顆間関節表面２２を画定している。顆間関節表面２２は
、膝蓋骨インプラント構成要素（不図示）を受容し、これにもたれかかるような形状の膝
蓋骨溝を画定する。顆間関節表面２２は中実金属を含み得る。
【００６４】
　大腿骨構成要素１２はまた、アーティキュレーション表面１８、２２と対向する骨対向
面１３、１５を含む。骨対向面１３、１５の一部分又は全ては、骨内部成長に繋がる多孔
質金属（以下に記載）を含み得る。あるいは、大腿骨構成要素の骨対向面は、構成要素の
骨へのセメント固定を容易にするセメントポケットを含み得る。
【００６５】
　図１の大腿骨構成要素１２は、十字靭帯固定構成要素であるが、本発明の原理は、十字
靭帯置換人工膝関節システムにも同様に応用可能であることが理解されるべきである。
【００６６】
　大腿骨構成要素１２の関節表面は、生体適合性金属、例えば、ステンレス鋼、チタン、
コバルトクロムモリブデン合金又はチタン合金から構成されてもよいが、他の材料もまた
使用され得る。一般的に使用される合金としては、チタン合金Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖが挙げ
られる。意図した用途に好適な特性を有する任意の生体適合性金属を大腿骨構成要素１２
の中実金属部に使用し得る。
【００６７】
　金属の代わりに、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）などのポリマー材料も大腿
骨構成要素１２に使用し得る。
【００６８】
　図１に示されるように、軸受構成要素１６は、近位関節表面１７及び近位関節表面１７
と反対側の遠位搭載表面１９を有する。軸受１６の近位関節表面１７は、大腿骨構成要素
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１２の内側関節顆１８と関節運動するように構成された内側軸受表面２１、及び大腿骨構
成要素１２の外側顆２０と関節運動するように構成された外側軸受表面２３を含む。軸受
構成要素１６はモジュラーであり、手術中に脛骨トレイ１４と組み合わされて、以下でよ
り詳細に記載されるように、機械的連結メカニズムによってこれに固定される。
【００６９】
　軸受１６は、高分子材料から作製され得る。軸受１６の好適な高分子材料は、超高分子
量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）を含む。ＵＨＭＷＰＥは、例えば、架橋された材料を含
み得る。架橋、急冷又は他の方法でＵＨＭＷＰＥを調製するための技術は、多くの発行済
み米国特許に記載され、その例としては、米国特許第５，７２８，７４８号（及びその同
等物）（Ｓｕｎらに発行）、同第５，８７９，４００号（Ｍｅｒｒｉｌｌらに発行）、同
第６，０１７，９７５号（Ｓａｕｍらに発行）、同第６，２４２，５０７号（Ｓａｕｍら
に発行）、同第６，３１６，１５８号（Ｓａｕｍらに発行）、同第６，２２８，９００号
（Ｓｈｅｎらに発行）、同第６，２４５，２７６号（ＭｃＮｕｌｔｙらに発行）、及び同
第６，２８１，２６４号（Ｓａｌｏｖｅｙらに発行）が挙げられる。これらの米国特許の
開示は、参照としてその全体が本明細書に組み込まれる。支持材料のＵＨＭＷＰＥは、例
えばビタミンＥなどの酸化防止剤を添加することにより、その中に存在するあらゆるフリ
ーラジカルを安定化させるように処理され得る。酸化防止剤でＵＨＭＷＰＥを安定化させ
る技術が、例えば、その開示全体が本願に組込まれている、米国特許公開第２００７０２
９３６４７Ａ１号（連続番号１１／８０５，８６７）及び米国特許公開第２００３０２１
２１６１Ａ１号（連続番号１０／２５８，７６２）で、いずれも発明の名称は、「Ｏｘｉ
ｄａｔｉｏｎ－Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ　Ａｎｄ　Ｗｅａｒ－Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ　Ｐｏｌｙ
ｅｔｈｙｌｅｎｅｓ　Ｆｏｒ　Ｈｕｍａｎ　Ｊｏｉｎｔ　Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔｓ　Ａ
ｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｔｈｅｍ」である。本発明は、特許請求
の範囲で明示的に指定されない限り、いずれか特定のＵＨＭＷＰＥ材料又は軸受１６のた
めのＵＨＭＷＰＥ材料に限定されないことが理解されるべきである。本発明の原理の応用
において有用な、軸受１６のための他の材料が利用可能であるか、或は利用可能となるこ
とが予測される。
【００７０】
　脛骨トレイ１４は、中実金属近位搭載表面２６及び対向する第２表面２８を有する中実
金属基部２４を含む。例示の脛骨トレイ１４は、長手方向軸５０、５２、５４、５６に沿
って、中実金属基部の第２表面２８から遠位端４０，４２，４４，４６までに延在し、プ
ラットフォーム２４の遠心面２８と交差する複数の多孔質金属ペグ３０、３２、３４、３
６も含む。例示の実施形態の脛骨トレイ１４は遠位に延在する茎部を含まないが、かかる
脛骨トレイは、特許請求の範囲で明確に除外されていいない限り、本発明の範囲内にある
ことが理解されよう。
【００７１】
　例示に実施形態において、脛骨トレイ１４は、骨セメントなしで使用するように意図さ
れている。多孔質金属コーティング５７は、中実金属基部２４の第２表面２８上にあり骨
内部成長の固定を容易にする。
【００７２】
　大腿骨構成要素１２は、骨対向面１３、１５上に多孔質金属ペグと多孔質金属コーティ
ングも含み得る。例えば、多孔質金属ペグは、大腿骨構成要素１２の骨対向面１３、１５
から近位側に延在し得る。１つのこのようなペグは、図１で３９に例示される。このペグ
は、近位端５１、厚さ、及び長さを有する。
【００７３】
　例示の大腿骨構成要素及び脛骨トレイにおいて、各ペグ３０、３２、３４、３６、３９
はそれぞれのインプラント構成要素１２、１４の骨対向面１３、１５、２８との接合部か
ら対向する端部４０、４２、４４、４６、５１まで外方向に延在する。ペグ３０、３２、
３４、３６、３９は、接合部を過ぎて露出した外表面を有する。ペグ３０、３２、３４、
３６は、患者の脛骨又は大腿骨（不図示）の外科的に処理された端部に埋め込まれるよう
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に構成され、患者の骨の中に埋め込まれた際に、脛骨構成要素１４及び大腿骨構成要素１
２を安定化させるように構成されている。骨は、脛骨及び大腿骨上のインプラント構成要
素を固定するためのペグの露出された外表面内まで成長し得る。
【００７４】
　ペグの端面は、平坦、回転楕円状又はその他の形状であり得る。図１の実施形態におい
て、遠位端４０、４２、４４、４６、５１は、概して回転楕円状である。図３～５、８～
１０、１５及び１７で例示されているペグは、平坦な遠位端を有する。この例示のペグは
、図３～４、８～１０、１４～１５、及び１７の参照番号３４Ａ（その遠位端が４４Ａで
長手方向軸が５４Ａ）で確認される（図３及び１４の残りのペグは３０Ａ、３２Ａ及び３
６Ａとして確認される）。これは、全ての例示のペグ３０、３０Ａ、３２、３２Ａ、３４
、３４Ａ、３６、３６Ａに適用され、例示のペグの唯一の違いは遠位表面の形状であるこ
とを理解されたい。
【００７５】
　再び図１を参照すると、脛骨トレイ１４の中実金属基部２４の近位搭載表面２６の構成
は、インプラントの種類によって変化し得る。例えば、人工関節が回転台タイプの可動軸
受人工膝関節である場合、脛骨トレイ１４の近位搭載表面２６及び軸受１６の遠位搭載表
面１９は、脛骨トレイ１４、１４Ａの搭載表面２６上で軸受の回転を可能にするように平
滑であろう。例示の実施形態は固定軸受設計であり、この実施形態における脛骨トレイ１
４の近位搭載表面２６及び軸受１６の遠位搭載表面１９は、これらの構成要素が組み立て
られた時に、軸受１６と脛骨トレイ１４との間のあらゆる相対的移動をなくすか、少なく
とも最小化する補完的な固定機構を含む。例示の実施形態におけるこれらの補完的固定機
構は、軸受１６の遠位表面１９上の台座及びくぼみ（不図示）と、脛骨トレイ１４の中実
金属基部２４の近位搭載表面２６上のバットレス５９、６１及びアンダーカットと、を含
む。この固定軸受脛骨トレイの設計及びその他の設計の詳細な説明は、例えば、その開示
全体が参照として本願に組み込まれている、以下の米国特許及び特許出願に記載されてい
る。即ち、２００７年９月２８日出願の米国特許第７，６２８，８１８号「Ｆｉｘｅｄ－
Ｂｅａｒｉｎｇ　Ｋｎｅｅ　Ｐｒｏｓｔｈｅｓｉｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｃｈａｎ
ｇｅａｂｌｅ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ」、２００７年９月２５日に出願し、ＵＳ　２００
９００８２８７３　Ａ１号として公開された米国特許出願連続番号第１１／８６０，８３
３号「Ｆｉｘｅｄ－Ｂｅａｒｉｎｇ　Ｋｎｅｅ　Ｐｒｏｓｔｈｅｓｉｓ」。例示の補完的
固定機構は一例として提供されているものであって、特許請求項の範囲で明確に要求され
ていない限り、本発明は、固定軸受人工器官又は固定軸受人工器官用の特定の固定機構に
限定されないことが理解されよう。
【００７６】
　図４は、多孔質金属ペグ３４Ａを中実金属脛骨基部２４に固定するための機械的ロック
機構の断面を示す。上記の多孔質金属ペグ３０、３０Ａ、３２、３２Ａ、３４、３６、３
６Ａを含む全ての多孔質金属プラグを中実金属基部に固定するために、同一の機械的結合
を使用し得ることが理解されよう。図４に示すように、中実金属基部２４は、基部２４の
第２表面２８から搭載面２６に向かって延在する内壁７０を含む。図示の内壁７０は、搭
載面２６から最も離れた位置に遠位の最小径を有し、搭載面２６に最も近い、より大きい
内径を有するようにテーパ状になっている。内壁７０は、内部面取りチャンバ７２を画定
する。基部２４の第２中実金属表面２８は、内壁７０の遠位端に円形の開口部７４を有す
る。
【００７７】
　ペグ３４Ａは、ヘッド７６とシャフト７８を有する。ペグ３４Ａのヘッド７６は、平坦
面８２を画定する自由端８０と、第１自由端８０からヘッド７６とシャフト７８との接合
部まで延在するテーパ状の表面８４と、を有する。ペグ３４Ａの最大外径は、第１自由端
８０にあり、ペグのより小さい外径は、ヘッド７６とシャフト７８の接合部にある。
【００７８】
　図４に示すように、ペグ３４Ａのヘッド７６の少なくともかなりの部分は、中実金属基
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部２４の表面２６、２８との間にある中実金属基部２４内の面取りチャンバ７２内に受容
される。ペグ３４Ａのシャフト７８の一部分は、円形開口部７４を通過してその遠位端４
４Ａまで外方向に延在する。図示のように、多孔質金属シャフトは、表面２８と多孔質金
属コーティング５７を超えて露出される。
【００７９】
　図４に示すように、中実金属８６はペグ３４Ａのヘッド７６を覆い、それにもたれかか
る。この中実金属８６は、例示の実施形態の円形溶接物８８によって中実金属搭載表面２
６の残りの部分に結合される。最終製品において、中実金属搭載面２６は連続的な外観を
呈している。つまり、ヘッドを覆う金属８６と搭載面２６の残りの部分との間には識別で
きる違いがない。中実金属８６は、ペグ３４Ａのヘッド７６のテーパ状の表面８４を面取
りチャンバ７２のテーパ状の内壁７０に対して固定または圧縮し、多孔質金属ペグ３４Ａ
を中実金属基部２４に機械的に固定する。ペグ３４Ａと基部２４との間には冶金学的な接
続がない。つまり、多孔質金属ペグ３４Ａは中実金属基部２４に焼結または溶接されてい
ない。
【００８０】
　ペグ３０、３０Ａ、３２、３２Ａ、３４、３４Ａ、３６、３６Ａを中実金属基部２４に
冶金学的に接続する必要がないので、中実金属部分と多孔質金属ペグには異なる材料を使
用できる。例えば、中実金属基部２４は、ＣｏＣｒＭｏ（コバルトクロムモリブデン）合
金を含有でき、多孔質金属ペグ３０、３０Ａ、３２、３２Ａ、３４、３４Ａ、３６、３６
Ａは、多孔質チタンを含有でき、それでも、強固に固定し得る。あるいは、中実金属基部
２４とペグ３０、３０Ａ、３２、３２Ａ、３４、３４Ａ、３６、３６Ａは、例えば、いず
れも、同じかあるいは異なる形のチタンを含有し得る。特定の金属は例としてのみ確認さ
れ、本発明が、特許請求の範囲で明確に要求されない限り、いかなる特定の金属に限定さ
れないものと理解されたい。更に、ポリマー材料が適切な機械的特性を有することを条件
として、中実ＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケトン）などのポリマー材料から基部を作
製することが望ましい場合がある。より詳細には、カーボンファイバー又はグラスファイ
バーで補強されたＰＥＥＫなどのファイバー補強ＰＥＥＫは、この用途に適切な機械的特
性（強度及び剛性）を有する場合がある。
【００８１】
　更に図４を参照すると、遠位側では、ペグ３４Ａのシャフト７８と表面２８における円
形開口部７４は、狭い中実金属環９０によって囲まれている。中実金属環９０は、基部２
４の残りの部分と同一の広がりを持ち、表面２８の大部分の表面から遠位に延在する。図
４に示すように、環９０は、面取りチャンバ７２が表面２８の大部分の平面を越えて環９
０の遠位端まで延在するように、テーパ状の内壁７０と連続しているテーパ状の内壁９２
を有する。テーパ状の内壁７０及び９２は、例示の実施形態における面取りチャンバ７２
の中央長手方向軸９４と約４０度の角度を画定する。この角度は、例としてのみ提供され
ていることが理解されよう。この角度は、有限要素解析などの工学解析を通じて、及び（
ペグの静的および動的引抜及び剪断力試験などの）試験を通じて最適化し得る。本発明は
、特許請求の範囲において明示的に要求されない限り、いずれかの特定の角度に限定され
ない。
【００８２】
　典型的な脛骨トレイにおいて、表面２４と２６の間のトレイの厚さは５ｍｍ程度かそれ
以下である。環９０を設計に含めると、面取りチャンバ７２の長さを効果的に延長できる
とともに、（軸方向に）長いヘッドの付いたペグを使用して、限られた利用空間における
構成要素２４、３４Ａの間の機械的ロックを最適化できる。
【００８３】
　内側ー側面方向において、環９０は狭い。つまり、環９０の外径が、ペグ３４Ａのシャ
フト７８の外径よりも２ｍｍ程度より大きくなるように、内径と外径との差は２ｍｍ程度
である。表面２８上の多孔質金属コーティング５７は、環９０の外縁まで延在し、ペグ近
辺の骨内部成長のために露出された多孔質金属の領域を最大化する。環９０の寸法及び環
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９０の図示の形状は例としてのみ提供されたものであって、特許請求の範囲で明示的に要
求されない限り、本発明が特定の形状に限定されないことを理解されよう。更に、例示の
環はペグのヘッドと基部２４の内壁との間の係合を増加しているが、本発明は、特許請求
の範囲で明示的に要求されない限りこのような環の使用に限定されない。
【００８４】
　図５～７では、ペグが基部に搭載される前の製造プロセスの早い段階で現れる、中実金
属基部２４が図示されている。図５に示すように、前方バットレス５９は搭載面２６にお
ける円形開口部１０４、１０６を囲む１対の切り欠き１００、１０２を含む。図７に示す
ように、製造プロセスにおいて後に構成要素を溶接する時に使用するため、小さい環状の
くぼみ１０８が、各円形開口部１０４において設けられている。前方バットレスの切欠き
１００、１０２は、製造プロセスで後に使用される前方ペグとプラグを受容するために設
けられている。図２に示すように、２個のペグ３０Ａ、３４Ａは、図１～３に示す最終脛
骨トレイにおける前方バットレス５９の一部分の下にあるため、切欠き１００、１０２は
、例示の実施形態でのみ必要である。
【００８５】
　図７に示すように、内壁１１０は、テーパ状の内壁７０の近位端から搭載面２６まで延
在する。内壁１１０は、搭載面２６と面取りチャンバ７２との間で円筒形状をしており、
円筒型チャンバ１１２を画定する。搭載面２６の上では、外壁１１４が内壁１１０から延
在しており、前方バットレス５９における切欠き１００の表面を画定する。内壁７０、１
１０と外壁１１４は、連続しており、単一の壁の異なる部分を含んでいると考え得る。円
筒型チャンバ１１２の内径はペッグのヘッド７６が嵌め合いするのに十分大きい。
【００８６】
　上記の通り、中実金属基部２４の搭載面２６に対向する表面２８は、例示の実施形態に
おいて多孔質金属コーティング５７を有する。基部２４の多孔質部分５７として使用され
得る多孔質コーティングの１つのタイプは、ＤｅＰｕｙ　Ｏｒｔｈｏｐａｅｄｉｃｓ　ｏ
ｆ　Ｗａｒｓａｗ，Ｉｎｄ．から市販されているＰｏｒｏｃｏａｔ（登録商標）多孔質コ
ーティングである。多孔質コーティングの他の例は、本願に全体が参考として組み込まれ
ている米国特許第８，０６６，７７０号で開示されている。この特許に記載されているコ
ーティングは、コーティング５７として使用され得る。これらの多孔質コーティングは例
としてのみ提供されたものであって、本発明は、特許請求の範囲で明示的に要求されない
限り、いかなる特定の多孔質コーティングにも限定されないものと理解されよう。
【００８７】
　図８～１０では、中実金属基部２４に搭載される前の、製造プロセスの早い段階で現れ
る多孔質金属ペグ３４Ａの一例が図示されている。ペグ３４Ａの構造的特徴を以下で説明
する。例示のペグ３０、３０Ａ、３２、３２Ａ、３４、３４Ａ、３６、３６Ａは、チタン
金属発泡体を含有する。このような発泡体は、以下の米国特許出願で教示されている。つ
まり、２００７年２月２１日出願の、米国特許公開第２００８０１９９７２０Ａ１号（米
国特許出願連続番号１１／６７７１４０）「Ｐｏｒｏｕｓ　Ｍｅｔａｌ　Ｆｏａｍ　Ｓｔ
ｒｕｃｔｕｒｅｓ　Ａｎｄ　Ｍｅｍｂｅｒｓ」、及び米国特許公開第２０１０００９８５
７４Ａ１号（米国特許出願連続番号１２／５４０６１７）「Ｍｉｘｔｕｒｅｓ　Ｆｏｒ　
Ｆｏｒｍｉｎｇ　Ｐｏｒｏｕｓ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｓ」、米国特許公開第２００９０３
２６６７４　Ａ１号（米国特許出願連続番号１２／４８７６９８）「Ｏｐｅｎ　Ｃｅｌｌ
ｅｄ　Ｍｅｔａｌ　Ｉｍｐｌａｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ｒｏｇｈｅｎｅｄ　Ｓｕｒｆａｃｅｓ
　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｒｏｕｇｈｅｎｉｎｇ　Ｏｐｅｎ　Ｃｅｌｌｅｄ　Ｍ
ｅｔａｌ　Ｉｍｐｌａｎｔｓ」、及び米国特許公開第２００９０２９２３６５Ａ１号（米
国特許出願連続番号１２／４７０３９７）「Ｉｍｐｌａｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ｒｏｕｇｈｅ
ｎｅｄ　Ｓｕｒｆａｃｅｓ」、であって、上記の全ての特許出願の開示は、その全体が参
考として本願に組込まれている。
【００８８】
　多孔質金属プラグは、例えば、体積、液体水銀の強制圧入及び断面図画像分析によって



(16) JP 2014-180569 A 2014.9.29

10

20

30

40

50

測定した際に、約６０％～約８５％（好ましくは約６０％～約７５％）の体積多孔率（又
は開孔率若しくは空隙）を有し得る。この多孔率／空隙は、同様の大きさ及び形状の中実
金属構成要素の理論密度の１５～３５％（好ましくは２５～４０％）の密度に相当する。
結果として生じる発泡金属は、エッチング、吹き付け、又はむらがある粉末の添加などに
よって、粗さを増加するように処理され得る。ペグの遠位端及び多孔質コーティング５７
の周面は、米国特許公開第２０１１００２９０９２　Ａ１号で開示されているように平ら
にして選択された領域における骨内部成長を制限したり、表面５７の縁部に隣接した軟組
織の摩耗を制限し得る。
【００８９】
　チタン発泡体はペグの好ましい材料であるが、本発明のいくつかの優位性は、代替材料
によっても実現し得る。好適な別の材料の一実施例は、例えば、表題「Ｏｐｅｎ　Ｃｅｌ
ｌ　Ｔａｎｔａｌｕｍ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　ｆｏｒ　Ｃａｎｃｅｌｌｏｕｓ　Ｂｏｎ
ｅ　Ｉｍｐｌａｎｔｓ　ａｎｄ　Ｃｅｌｌ　ａｎｄ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｒｅｃｅｐｔｏｒｓ
」の、米国特許第５，２８２，８６１号に開示されるタンタル多孔質金属であり、この開
示は参照として本明細書に組み込まれる。これらの材料は例としてのみ確認されたもので
あって、本発明の多孔質金属ペグは、特許請求の範囲で明示的に要求されない限り、いか
なる特定の材料、表面仕上げ、多孔性、又は製造プロセスに限定されないことが理解され
よう。
【００９０】
　多孔性グラディエントを有する多孔性ペグを使用することが望ましい。例えば、ヘッド
７６は、シャフト７８より密度が高いことが望ましい。ペグ３４Ａと基部２４との間で金
属結合を形成するように選択する場合、より密度の高いヘッド７６を使用することにより
より効果的に達成し得る。あるいは、米国特許公開第２０１１００２９０９２　Ａ１号で
開示されているように、ヘッドの７６の表面を機械加工、ミリング、研磨、又は平滑化を
通じて、塗りつけることが望ましい。
【００９１】
　多孔質金属インプラントの処理については様々な技法が知られており、これらの技法を
本発明のペグ及びコーティングに適用し得る。例えば、（ヒドロキシアパタイトなどの）
リン酸カルシウムコーティングは、米国特許公開第２００６０２５７３５８号「Ｓｕｓｐ
ｅｎｓｉｏｎ　Ｏｆ　Ｃａｌｃｉｕｍ　Ｐｈｏｓｐｈａｔｅ　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅｓ
　Ｆｏｒ　Ｌｏｃａｌ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｏｆ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ａｇｅｎｔ
ｓ」で開示されているように、追加の治療剤の有無に関係なく、本発明の実施形態の多孔
質部分に適用し得る。あるいは、リン酸カルシウムなどの材料の電気泳動堆積を使用し得
る。
【００９２】
　多孔性生体適合性ポリマーも利用でき、多孔質金属の代わりに、例示の脛骨トレイ１４
のペグ３０、３０Ａ、３２、３２Ａ、３４、３４Ａ、３６、３６Ａを含む本発明での使用
に適切な機械的特性を有し得る。従って、本発明は、特許請求の範囲において明示的に要
求されない限り、多孔質金属ペグに限定されないことが理解されよう。
【００９３】
　図１１～１３では、中実金属基部２４に搭載される前の、製造プロセスの早い段階で現
れるプラグ１２０の一例が図示されている。例示のプラグ１２０は、第１中実金属表面１
２２と、第１中実金属表面から間隔を置いて配置された第２中実金属表面１２４と、第１
中実金属表面１２２から第２中実金属表面１２４に向かって延在している側壁１２６と、
を含む。プラグ１２０の第１中実金属表面１２２は外径を有し、プラグの第１中実金属表
面１２２とプラグの側壁１２６は、プラグの第１円筒部分１２８を画定する。プラグ１２
０の第２中実金属表面１２４は外径を有し、プラグの第２中実金属表面１２４とプラグの
縮径の側壁１２７は、プラグの第２円筒部分１３０を画定する。プラグの第１円筒部分１
２８の外径は、プラグの第２円筒部分１３０の外径より大きい。円筒型チャンバ１１２の
内径とプラグの円筒部分１２８の外径は、プラグの第１円筒部分１２８の中実金属基部２
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４の円筒型チャンバ１１２への圧力嵌めを可能にする大きさである。
【００９４】
　表面１２２、１２４間のプラグ１２０の軸長は、ペグ３４Ａと中実金属基部２４と組み
立てた時に、プラグの底面１２４がペグ３４Ａの頂面８２にもたれかかり、プラグ１２０
の頂面１２２は少なくとも前方バットレス５９の頂面と同じ高さにあるように十分な大き
い。この組立は図１７に図示されている。プラグの第１円筒部分１２８は基部２４の円筒
型チャンバ１１２に圧力嵌めされているが、プラグ１２０の第２円筒部分１３０と中実金
属基部２４の内壁７０、１１０との間の接触はない。環状の隙間１４０が、第１実施形態
におけるペグ３４Ａの頂面８２に隣接した位置に及びペグ３４Ａの頂面８２の上に残存す
る。この管状隙間１４０は、図４に図示されているように、最終構成要素中に残存する。
【００９５】
　プラグの第２円筒部分１３０が内壁７０，１１０と接触しないので、ペグ３４Ａのテー
パ状の表面８４がテーパ状の内壁７０に対して完全に固定されることを確実にするために
第２円筒部分１３０をペグ３４Ａのヘッド７６に完全に係合することを妨害するものはな
い。近位側には、図１６に示すように、前方プラグ１２０の第１円筒部分１２８は、前方
バットレス５９における切欠き１００、１０２に嵌め合い、切欠き１００、１０２を埋め
る。
【００９６】
　環状隙間１４０は、プラグの第２円筒部分１３０の縮径に相当し、第１の例示プラグ１
２０の第２円筒部分１３０をほんの少し使用し、プラグが、円筒型チャンバ１１２と面取
りチャンバ７２との間での移行時に底につくことを回避できる。プラグ１３０とチャンバ
７２、１１２の寸法を最適化して、隙間１４０のサイズを制限する一方で、プラグが底に
つかないことを確実にし得る。
【００９７】
　例示のプラグ１２０は中実金属であり、好ましくは、中実金属基部２４を作製する時に
使用したものと同じ金属である。例えば、中実金属基部２４がＣｏＣｒＭｏ（コバルトク
ロムモリブデン）合金を含有している場合、プラグは、同じＣｏＣｒＭｏ合金で作製され
ることが好ましい。あるいは、基部についての上記の説明のように、プラグ１２０はＰＥ
ＥＫ又はファイバー補強ＰＥＥＫを含有し得る。
【００９８】
　図１～４の脛骨トレイの作製プロセスは、図７～１７を参照して説明し得る。中実金属
基部２４の第２表面２８は、多孔質金属でコーティングして、プロセスの残りの工程の前
に多孔質金属コーティング５７を形成し得る。図１４に示すように、先ず、（ペグ３４Ａ
に関する図１４に示す）シャフト７８を挿入し、ヘッド７６のテーパ状の表面８４が中実
金属基部２４のテーパ状の内壁７０、９２に対向した位置にあり、シャフト７８の遠位端
が多孔質コーティング５７の高さを越えて露出されるまで、ペグ３０Ａ、３２Ａ、３４Ａ
、３６Ａが、基部２４の支持面２６における開口部１０４、１０６、１０４Ａ、１０６Ａ
に挿入される。
【００９９】
　次に、図１６に示すように、プラグ１２０、１２０Ａ、１２０Ｂ、１２０Ｃがそれぞれ
の穴１０４、１０４Ａ、１０６、１０６Ａに挿入される。プラグ１２０、１２０Ａ、１２
０Ｂ、１２０Ｃは、第２円筒部分１３０がペグのヘッド７６の上部平面８２に押し付けら
れるまで、円筒型チャンバ１１２に押し込まれる。円筒型チャンバ１１２とプラグ１２０
の第１円筒部分１２８の寸法のため、プラグは圧力嵌め結合によって位置に固定される。
プラグを挿入する時、ペグを圧縮するのに十分な力で、プラグをペグのヘッド７６に押し
付けることが望ましい。組立時に、ペグのヘッド７６に、ある程度の恒久的な変形又は塑
性変形が生じる場合がある。圧力嵌めを確実にすることに加えて、ペグのヘッドを十分に
圧縮して、隙間嵌めを生じる可能性があるヘッド７６の寸法のバラツキ効果をに打ち勝つ
ことが望ましい場合がある。
【０１００】
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　図１７に示すように、プラグ１２０の第２円筒部分１３０と円筒型チャンバ１１２は、
内壁７０からの干渉なしにプラグを完全に挿入することを可能にする。
【０１０１】
　アーバープレスなどの標準的な製造装置を使って、ペグとプラグを望ましい位置まで押
し込むことができる。
【０１０２】
　この後、プラグ１２０、１２０Ａ、１２０Ｂ、１２０Ｃを中実金属基部２４に固定でき
る。例示的は、プラグ１２０、１２０Ａ、１２０Ｂ、１２０Ｃは、プラグと基部を、プラ
グと基部の接合部に沿って溶接することによって中実金属基部に固定し得る。例えば、円
形溶接部８８は、プラグ１２０、１２０Ａ、１２０Ｂ、１２０Ｃの第１円筒部分１２８の
壁１２６に沿って形成し得る加えて、溶接部は、前方バットレス５９とプラグ１２０、１
２０Ａの接合部に沿って形成し得る。例示的には、レーザ溶接を使って全ての溶接部を形
成し得る。
【０１０３】
　次に、基部２４の第１中実金属表面２６を越えて延在する中実金属プラグ１２０、１２
０Ａ、１２０Ｂ、１２０Ｃの全ての望ましくない部分は除去し得る。図１６に示すプラグ
１２０Ｂと１２０Ｃの場合、表面２６の高さより上にあるプラグの全ての部分は望ましく
ないと考えられ、除去し得る。前方プラグ１２０、１２０Ａの場合、プラグの露出部分は
前方バットレス５９の一部分の形成に使用し得る。従って、前方プラグ１２０、１２０Ａ
のいくつかの部分を除去して搭載面２６と同じ高さの部分を作製でき、いくつかの部分を
除去して前方バットレス５９の近位表面と同じ高さの部分を作製でき、いくつかの部分を
除去して、前方バットレス５９の後方対向面の輪郭を画定し得る。プラグ１２０、１２０
Ａ、１２０Ｂ、１２０Ｃの望ましくない部分の除去は、機械加工などの標準的な製造プロ
セスを通じて実施し得る。除去プロセスの一部分として、溶接線のいかなる余剰材料も除
去し得る。トレイ１４の選択された表面は、必要に応じて、研磨し得る。
【０１０４】
　このプロセスの最終結果は、図１～４に示す脛骨トレイ１４であり、脛骨トレイ１４で
は、金属ペグ３０、３０Ａ、３２、３２Ａ、３４、３４Ａ、３６、３６Ａは、冶金的では
なく機械的に、中実金属基部２４に固定される。最終製品において、全てのペグ３０、３
０Ａ、３２、３２Ａ、３４、３４Ａ、３６、３６Ａのヘッド７６は、中実金属によって完
全に覆われ（つまり、どのペッグのヘッドの一部分も搭載面２６から露出されていない）
、全てのペグは、プラグ１２０と内壁７０、９２によって位置にしっかりと固定される。
また、上記のプロセスを使って、図１の大腿骨構成要素１０におけるペグ３９などのペグ
を遠位大腿骨構成要素に固定し得ることが理解されよう。更に、上述のプロセスを使って
、その他の構造体を（可動軸受脛骨トレイの茎部などの）これらの構成要素に固定したり
、ペグやその他の構造体を人口股システム、人工肩システム、整形外科用脊柱などのその
他の整形外科インプラント構成要素に固定したりし得ることが理解されよう。
【０１０５】
　構成要素は、ペグ３４Ａのヘッド７６の壁７０に対する締りばめを可能にする大きさで
あり得る。有限要素回析などの工学解析を使って組立時のペグの圧縮を最適化できる。
【０１０６】
　脛骨トレイが可動軸受、より詳細には、回転台であった場合、前方バットレス５９がな
い場合を除き、上述のプロセスを使用し得る。回転台トレイにおいては、ペグとプラグア
センブリは、例示の後方ペグ３２Ａ、３６Ａ及びプラグ１２０Ｂ、１２０Ｃ（図１４及び
１６を参照）のものと類似している。
【０１０７】
　本発明のシステムを使用するために、外科医は従来技術を使用して、骨インプラント１
２、１４を受容するための遠位大腿骨及び近位脛骨を処理し、セメントレス構成要素のた
めの従来技術を使用して脛骨トレイ及び大腿骨構成要素を埋め込む。脛骨軸受１６は典型
的に、トレイ１４が埋め込まれた後に、脛骨トレイ１４と組み合わされる。
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【０１０８】
　インプラント後、ペグ３０、３０Ａ、３２、３２Ａ、３４、３４Ａ、３６、３６Ａは脛
骨トレイ１４を安定化させ、骨が遠心面２８上の多孔質金属コーティング５７の中まで、
及びペグ３０、３０Ａ、３２、３２Ａ、３４、３４Ａ、３６、３６Ａのシャフト７８の中
まで成長する。同様な骨肉部成長が大腿骨構成要素１０についても期待される。ペグがよ
り平滑な遠位端４０、４２、４４、４６で作製されている場合、骨は平滑な自由端へと成
長しないか、又はそれほど活発に成長しない。
【０１０９】
　多孔質コーティング５７の露出した周面が平滑である場合、構成要素をインプラントし
た後で軟組織の炎症は発生しないはずである。
【０１１０】
　脛骨トレイ１４又は大腿骨構成要素１２を除去する必要がある場合、外科医は、多孔質
コーティング５７と骨との界面にある遠位平面に沿って切断し、患者の骨と界面の脛骨ト
レイプラットフォームとの間の結合を切断し得る。ペグ３０、３０Ａ、３２、３２Ａ、３
４、３４Ａ、３６、３６Ａがこの遠位平面に沿った全体の厚さにわたって多孔質発泡金属
から成る場合、外科医は、骨鋸を使って、この遠位表面に沿って全てのペグ３０、３０Ａ
、３２、３２Ａ、３４、３４Ａ、３６、３６Ａも切断し得る。従って、全体の脛骨プラッ
トフォームが骨鋸で容易に除去し得る。骨鋸が一般的に中実金属を切断できないため、こ
のような結果は中実チタン又はコバルトクロム合金で作製されるベグ及び茎部においては
一般的に不可能である。ペグ３０、３０Ａ、３２、３２Ａ、３４、３４Ａ、３６、３６Ａ
を除去するために、外科医は、次に、各ペグ３０、３０Ａ、３２、３２Ａ、３４、３４Ａ
、３６、３６Ａの外周の周囲において切断して、骨とペグ３０、３０Ａ、３２、３２Ａ、
３４、３４Ａ、３６、３６Ａとの間の結合を切断し得る。外辺部周囲におけるこのような
切断は、例えば、トレフィン鋸の使用によってなされてもよい。次に、各ペグ３０、３０
Ａ、３２、３２Ａ、３４、３４Ａ、３６、３６Ａは容易に除去し得る。特に、ペグの自由
端が平滑である場合、ペグの端部で骨内部成長が殆ど、又は全く生じず、ペグの除去が容
易になるはずである。
【０１１１】
　したがって、本発明は、最適化されたセメントレス固定のために好適な、脛骨インプラ
ント構成要素及び大腿骨構成要素を備える人工膝関節を提供する。更に、インプラント構
成要素は、自然骨肉を保存するために、修正手術において骨から容易に取り除くことがで
きる。
【０１１２】
　以上、図面及び上記の説明文において本開示内容を詳細に図示、説明したが、こうした
図示、説明はその性質上、例示的なものとみなすべきであって、限定的なものとみなすべ
きではなく、あくまで例示的実施形態を示し、説明したものにすぎないのであって、本開
示の趣旨の範囲に含まれる変更及び改変はすべて保護されることが望ましい点は理解され
るであろう。
【０１１３】
　例えば、ペグの数および構成は変化し得る。脛骨トレイの場合、例えば、トレイは中央
茎部も含み得る。例示される脛骨トレイは４つのペグを含むが、より少ないペグが許容可
能であり得る。更に、ペグのヘッド及び／又はプラグは非円形であってよく、例えば、正
方形の断面を有してもよく、基部の穴は対応した大きさと形状であってよい。更に、既に
述べたように、プラグ／ペグアセンブリを基部の穴に配置してプラグを基部に溶接する前
に、焼結プロセスなどによって、プラグをペグに取り付けることも可能である。
【０１１４】
　いくつかの追加の代替的実施形態が図１８～２０に例示されている。図１８の実施形態
において、第１実施形態について上記で説明された部品と類似の部品は、同じ参照番号の
後に文字「Ｂ」を付して表示されている。図１９の実施形態において、第１実施形態につ
いて上記で説明された部品と類似の部品は、同じ参照番号の後に文字「Ｃ」を付して表示
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されている。図２０の実施形態において、第１実施形態について上記で説明された部品と
類似の部品は、同じ参照番号の後に文字「Ｄ」を付して表示されている。各構成要素につ
いての上記の説明は、以下の説明で区別されない限り、図１８～２０で例示されている実
施形態にも適用されることが理解されよう。
【０１１５】
　図１８の実施形態において、プラグ１２０Ｂは、定直径の単一の円筒部分１２８Ｂを有
する。ペグ３４Ｂのヘッド７６Ｂは、表面８４Ｂによって画定された円錐台部３７に隣接
した近位円筒部分３５を有する。ヘッド７６Ｂの円筒部分３５の直径は、基部２４Ｂにお
ける円筒型チャンバ１１２Ｂの直径より小さい。環状隙間１４０Ｂは、図１８の実施形態
におけるペグ３４Ｂの頂面８２Ｂと隣接し、ペグ３４Ｂの頂面８２Ｂと同じ高さである。
この実施形態において、ペグ３４Ｂのヘッド７６Ｂの自由端８０Ｂは、円筒型チャンバ１
１２Ｂと面取りチャンバ７２Ｂとの接合部を越えて近位側に延在する。
【０１１６】
　図１９の実施形態において、プラグ１２０Ｃとペグ３４Ｃのヘッド７６Ｃは、廻り止め
平面１４１、１４３を有する。
【０１１７】
　図２０の実施形態において、ペグ３４Ｄのヘッド７６Ｄは、円筒形であり、プラグ１２
０Ｄは、定直径の単一の円筒部分１２８Ｄを有する。基部２４Ｄは、側壁１４７と底部壁
１４７によって画定された単一の円筒型チャンバ１１２Ｄを有する。この実施形態におい
て、底部壁１４７は、搭載面２６Ｄとペグ３４Ｄの頂面８２Ｄと実質的に平行である。
【０１１８】
　その他の形状のペグ３４のヘッド７６とプラグ１２０が、ヘッド７６とプラグ１２０を
受容する基部２４の他の形状のチャンバとともに、使用し得ることが認識されるであろう
。例えば、ペグのヘッドは、基部２４の端ぐりと一致して受容されるように進め得る。ま
た、プラグは、必要に応じて、右円筒形状の代わりに、テーパ状の円錐台形状を有しても
よい。
【０１１９】
　本開示には、ここに述べた装置、システム、及び方法の様々な特徴に基づく複数の利点
がある。本開示の装置、システム、及び方法の代替的実施形態は、ここで述べた特徴の全
てを含むわけではないが、こうした利点の少なくとも一部から利益を享受するものである
。当業者であれば、本発明の１以上の特徴を取り入れた、特許請求の範囲において定義さ
れる本開示の趣旨及び範囲に含まれる装置、システム、及び方法を独自に実施することが
容易に可能である。
【０１２０】
〔実施の態様〕
（１）　中実金属部と多孔質金属部を有する第１構成要素、
　を含む整形外科用人工器官であって、
　前記中実金属部が、第１中実金属表面と前記第１中実金属表面から間隔を置いて配置さ
れた第２中実金属表面とを含み、
　前記中実金属部は、前記第２中実金属表面から前記第１中実金属表面に向かって延在し
、かつ前記第１中実金属表面と前記第２中実金属表面との間の平面に端部を有する、内壁
を有し、
　前記内壁が、前記第１中実金属表面から最も離れた最小の内径と、前記内壁の前記端部
により大きな内径とを有するようにテーパ状になっており、内部面取りチャンバを画定し
、
　前記第２中実金属表面が、前記内壁と前記第２中実金属表面との接合部に開口部を有し
、
　前記多孔質金属部が、ヘッドとシャフトを有するペグを含み、
　前記ペグの前記ヘッドが、第１自由端と、前記ヘッドと前記シャフトとの接合部から前
記第１自由端に向かって延在するテーパ状の壁と、を有し、
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　前記ペグが、前記第１自由端における最大外径と、前記ヘッドと前記シャフトとの前記
接合部におけるより小さい外径と、を有し、
　前記ペグの前記ヘッドの少なくともかなりの部分が、前記第１中実金属表面と前記第２
中実金属表面との間の前記中実金属部中の前記面取りチャンバ内に受容され、
　前記ペグの一部が、前記第２中実金属表面における前記開口部を通過して外向きに延在
し、
　前記中実金属部が前記第１中実金属表面から前記ペグの前記ヘッドまで延在し、前記ペ
グの前記ヘッドを覆い、
　前記ペグと、前記中実金属部の前記第２中実金属表面との間に冶金学的な接続がない、
整形外科用人工器官。
（２）　前記ペグと、前記中実金属部との間に冶金学的な接続がない、実施態様１に記載
の整形外科用人工器官。
（３）　前記中実金属部と前記多孔質金属部が異なる金属を含有する、実施態様１に記載
の整形外科用人工器官。
（４）　前記中実金属部がコバルトを含有し、前記多孔質金属部がチタンを含有する、実
施態様１に記載の整形外科用人工器官。
（５）　前記中実金属部がコバルトと、クロムと、モリブデンの合金を含有し、前記多孔
質金属部がチタン金属発泡体を含有する、実施態様４に記載の整形外科用人工器官。
【０１２１】
（６）　前記第１構成要素が、関節面と骨対向面を有する遠位大腿骨インプラント構成要
素を含み、
　前記第１表面が前記関節面のうちの１つを含み、
　前記第２表面が前記骨対向面のうちの１つを含む、実施態様１に記載の整形外科用人工
器官。
（７）　前記遠位大腿骨インプラント構成要素の前記関節面を受容するための関節面を有
する軸受を更に有する、実施態様６に記載の整形外科用人工関節。
（８）　前記軸受が、前記軸受の前記関節面から間隔を置いて配置された搭載面を有し、
前記人工器官が、前記軸受の前記搭載面を受容するための支持面を有する脛骨トレイを更
に含む、実施態様７に記載の整形外科用人工器官。
（９）　前記軸受の前記搭載面と前記脛骨トレイの前記支持面が前記軸受を前記脛骨トレ
イに固定するための相補型構造を有し、
　前記相補型構造は、前記トレイの前記支持面から近位側に延在し、前記トレイの前記支
持面に連続している中実金属前方バットレスを有し、
　前記前方バットレスの一部が、前記ペグの前記ヘッドの少なくとも一部を、前記前方バ
ットレスと前記ペグの前記ヘッドとの間を延在する中実金属で覆う、実施態様８に記載の
整形外科用人工器官。
（１０）　前記中実金属部が前記ペグを囲む中実金属環を含み、前記中実金属環が、前記
第１構成要素の前記中実金属部の前記第２中実金属表面と連続し、そこから延在する、実
施態様１に記載の整形外科用人工器官。
【０１２２】
（１１）　前記中実金属環と前記ペグとの間に冶金学的な結合がない、実施態様１０に記
載の整形外科用人工器官。
（１２）　前記金属環が前記ペグの前記表面から約１ｍｍ外に延在している、実施態様１
１に記載の整形外科用人工器官。
（１３）　前記面取りチャンバが前記第２中実金属表面の高さを越えて延在するように、
前記金属環が、前記面取りチャンバの前記テーパ状の内壁と連続したテーパ状の内壁を有
する、実施態様１１に記載の整形外科用人工器官。
（１４）　前記多孔質金属部が、前記第２中実金属表面に冶金学的に結合された多孔質金
属の層を含む、実施態様１０に記載の整形外科用人工器官。
（１５）　前記ペグの前記ヘッドの前記第１自由端に隣接した前記中実金属部に環状隙間
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が存在する、実施態様１に記載の整形外科用人工器官。
【０１２３】
（１６）　前記面取りチャンバが長手方向中心軸を有し、前記面取りチャンバの前記内壁
が前記長手方向中心軸と約４０度の角度を画定する、実施態様１に記載の整形外科用人工
器官。
（１７）　前記トレイの前記中実金属部が、前記第１中実金属表面と前記第２中実金属表
面との間で５ｍｍ未満の厚さを有する、実施態様１に記載の整形外科用人工器官。
（１８）　中実金属基部と、多孔質金属ペグと、中実金属プラグから人工関節を作製する
方法であって、
　前記中実金属基部が、第１中実金属表面と、前記第１中実金属表面から間隔を置いて配
置された第２中実金属表面と、前記第１中実金属表面における穴と、前記第２中実金属表
面における穴と、前記穴の間に延在し前記穴を画定する内壁を含み、前記内壁が、テーパ
状部分と円筒部分を有し、前記テーパ状部分が前記第２中実金属表面で最小内径を、前記
第１中実金属表面と前記第２中実金属表面との間の位置に最大外径を有し、前記内壁の前
記円筒部分が、前記テーパ状部分から前記第１中実金属表面まで延在し、前記内壁の前記
テーパ状部分が、面取りチャンバを画定し、前記円筒部分が円筒型チャンバを画定してお
り、
　前記ペグが、ヘッドとシャフトを含み、前記ヘッドが、第１自由端と、前記第１自由端
の端面と、前記第１自由端から前記ヘッドと前記シャフトとの接合部まで延在するテーパ
状の壁を有し、前記ペグが、前記第１自由端で最大外径を、前記ヘッドと前記シャフトと
の前記接合部でより小さい外径を有し、
　前記プラグが、第１中実金属表面と、前記第１中実金属表面から間隔を置いて配置され
た第２中実金属表面と、前記第１中実金属表面から前記第２中実金属表面に向かって延在
する側壁と、を含み、
　前記方法が、
　前記ヘッドの前記テーパ状の壁が前記内壁の前記テーパ状部分にもたれかかり、前記ペ
グの前記シャフトが前記中実金属基部の前記第２中実金属表面を過ぎて外向きに延在した
状態で、前記ペグを配置する工程であって、前記ペグの前記ヘッドの前記端面が、前記中
実金属基部の前記面取りチャンバと円筒型チャンバとの接合部を越えて延在しない、工程
と、
　前記プラグの前記第２中実金属表面が、前記ペグの前記ヘッドの前記端面にもたれかか
り、前記プラグの前記側壁が、前記円筒型チャンバを画定する前記内壁の前記円筒部分と
係合した状態で、前記プラグを前記中実金属基部の前記円筒型チャンバに圧力嵌めする工
程と、
　前記中実金属プラグを前記中実金属基部の前記第１中実金属表面に固定する工程と、
　前記基部の前記第１中実金属表面を越えて延在する前記中実金属プラグの望ましくない
部分全てを除去する工程と、
　を含む方法。
（１９）　前記中実金属基部の前記円筒型チャンバが内径を有し、
　前記プラグの前記第１中実金属表面が外径を有し、前記プラグの前記第１中実金属表面
と、前記プラグの前記側壁が、第１円筒部分を画定し、
　前記プラグの前記第２中実金属表面が、外径を有し、前記プラグの前記第２中実金属表
面と、前記プラグの前記側壁が、第２円筒部分を画定し、
　前記プラグの前記第１円筒部分の前記外径が、前記プラグの前記第２円筒部分の前記外
径より大きく
　前記円筒型チャンバの前記内径と前記プラグの前記第１円筒部分の前記外径は、前記プ
ラグの前記第１円筒部分の前記円筒型チャンバへの圧力嵌めを可能にする大きさである、
実施態様１８に記載の方法。
（２０）　前記プラグの前記第１円筒部分が前記円筒型チャンバに圧力嵌めされた後は、
前記プラグの前記第２円筒部分と前記中実金属基部の前記内壁との間の接触がない、実施
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態様１９に記載の方法。
【０１２４】
（２１）　前記プラグの前記第１円筒部分が軸長を有し、
　前記中実金属基部の前記円筒型チャンバが軸長を有し、
　前記プラグの前記第１円筒部分の前記軸長が、前記中実金属基部の前記円筒型チャンバ
の前記軸長よりも大きい、実施態様１９に記載の方法。
（２２）　前記中実金属基部が、前記第１中実金属表面から高さまで外方向に延在する前
方バットレスを含み、
　前記プラグの前記第１円筒部分の前記軸長が、前記プラグの前記第１円筒部分の一部が
前記中実金属基部の前記第１中実金属表面の上に露出されるように、前記前方バットレス
の前記高さまで延在するのに十分大きく、
　前記方法が、
　前記プラグの前記第１円筒部分を前記前方バットレスに固定する工程と、
　前記プラグの前記第１円筒部分の一部が前記前方バットレスの一部を画定するように、
溶接後、前記プラグの前記第１円筒部分の一部を除去する工程と、
　を含む、実施態様２１に記載の方法。
（２３）　前記中実金属基部の前記第２中実金属表面が、前記第２中実金属表面内の前記
穴を囲み、前記第２中実金属表面から外表面まで外方向に延在する中実金属環を含む、実
施態様１８に記載の方法。
（２４）　前記環の前記外表面の平面から前記円筒型チャンバと面取りチャンバとの接合
部を通る平面までの軸方向距離が、前記ペグの前記ヘッドの前記軸長と実質的に同じであ
る、実施態様２３に記載の方法。
（２５）　前記環の前記外径は、前記環の前記内径よりわずか２ｍｍ大きい、実施態様２
３に記載の方法。
【０１２５】
（２６）　更に、前記中実金属基部の前記第２中実金属表面を前記環の周囲において多孔
質金属でコーティングして、前記多孔質金属コーティングを前記中実金属基部に焼結する
工程を含む、実施態様２５に記載の方法。
（２７）　前記環の前記外表面と前記多孔質金属コーティングの前記露出面が、実質的に
同一面である、実施態様２６に記載の方法。
（２８）　前記プラグを前記円筒型チャンバに圧力嵌めする工程により、前記ペグの前記
ヘッドを圧縮する、実施態様１８に記載の方法。
（２９）　前記ペグが、チタンを含有する金属発泡体を含み、前記中実金属基部が、コバ
ルトを含有する合金を含み、前記中実金属プラグが、コバルトを含有する合金を含む、実
施態様１８に記載の方法。
（３０）　更に、前記中実金属基部の前記第２中実金属表面を多孔質金属でコーティング
し、前記多孔質金属コーティングを前記中実金属基部に焼結する工程を含む、実施態様１
８に記載の方法。
【０１２６】
（３１）　前記中実金属基部が、複数の円筒型チャンバと複数の面取りチャンバを含み、
　複数の多孔質金属ペグが設けられており、１つの多孔質金属ペグがそれぞれの面取りチ
ャンバ内に配置されており、
　複数の中実金属プラグが設けられており、１つの中実金属プラグがそれぞれの円筒型チ
ャンバに圧力嵌めされており、
　それぞれの中実金属プラグが前記中実金属基部に固定されており、
　前記基部の前記第１中実金属表面を越えて延在するプラグの望ましくない余剰分は全て
除去される、実施態様１８に記載の方法。
（３２）　前記人工関節が、近位脛骨インプラント構成要素、遠位大腿骨インプラント構
成要素、及び軸受を有する人工関節膝インプラントを含む、実施態様１８に記載の方法。
（３３）　前記中実金属基部が、前記近位脛骨インプラント構成要素の一部であり、前記
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第１中実金属表面が、前記軸受の支持面を画定する、実施態様１８に記載の方法。
（３４）　前記基部の前記第１中実金属表面を越えて延在する前記中実金属プラグの望ま
しくない部分全てを除去する工程の後に、前記第１中実金属表面を磨く工程を更に含む、
実施態様３３に記載の方法。
（３５）　前記固定する工程が溶接を含む、実施態様１８に記載の方法。
【０１２７】
（３６）　前記固定する工程が溶接を含む、実施態様２２に記載の方法。
（３７）　前記固定する工程が溶接を含む、実施態様３１に記載の方法。
（３８）　中実部分と多孔質部分を有する第１構成要素、
　を含む整形外科用人工器官であって、
　前記中実部分が、第１中実表面と、前記第１中実表面から間隔を置いて配置されている
第２中実表面を含み、
　前記中実部分が、前記第２中実表面から前記第１中実表面に向かって延在し、かつ前記
第１中実表面と前記第２中実表面との間の平面に端部を有する、内壁を有し、前記内壁が
、チャンバを画定し、
　前記第２中実表面が、前記内壁と前記第２中実表面との接合部に開口部を有し、
　前記多孔質部分が、ヘッドとシャフトを有するペグを含み、
　前記ペグの前記ヘッドの少なくともかなりの部分が、前記第１中実表面と前記第２中実
表面との間の前記中実部分の前記チャンバ内で受容され、
　前記ペグの一部が、前記第２中実表面における前記開口部を通過して外向きに延在し、
　前記中実部分が前記第１中実表面から前記ペグの前記ヘッドまで延在し、前記ペグの前
記ヘッドを覆い、
　前記ペグ及び前記中実部分の前記第２中実表面が、一緒に結合されない、整形外科用人
工器官。
（３９）　前記第１構成要素の前記中実部分が金属を含有する、実施態様３８に記載の整
形外科用人工器官。
（４０）　前記ペグが多孔質金属を含有する、実施態様３８に記載の整形外科用人工器官
。
【０１２８】
（４１）　前記中実部分における前記チャンバが、円錐台形状である、実施態様３８に記
載の整形外科用人工器官。
（４２）　前記ペグの前記ヘッドが、円錐台形状である、実施態様３８に記載の整形外科
用人工器官。
（４３）　中実基部と、多孔質ペグと、中実プラグとから人工関節を作製する方法であっ
て、
　前記中実基部が、第１中実表面と、前記第１中実表面から間隔を置いて配置されている
第２中実表面と、前記第１中実表面内の穴と、前記第２中実表面内の穴と、それらの前記
穴の間を延在してチャンバを画定する内壁と、を含み、
　前記ペグが、ヘッドとシャフトを含み、前記ヘッドが第１の自由端を有し、前記ペグが
、前記第１自由端で最大外径を、前記ヘッドと前記シャフトとの接合部でより小さい外径
を、有し、
　前記プラグが、第１中実表面と、前記第１中実表面から間隔を置いて配置される第２中
実表面と、前記第１中実表面から前記第２中実表面に向かって延在する側壁と、を含み、
　前記方法が、
　前記中実基部の前記チャンバ内に前記ペグを配置する工程と、
　前記プラグの前記第２中実表面が前記ペグの前記ヘッドの前記端面にもたれかかってい
る状態で、前記プラグを前記中実基部の前記チャンバに圧力嵌めする工程と、
　前記中実プラグを前記中実基部の前記第１中実表面に固定する工程と、
　前記基部の前記第１中実表面を越えて延在する前記中実プラグの望ましくない部分全て
を除去する工程と、
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　を含む方法。
（４４）　前記中実基部が金属を含有し、前記プラグが金属を含有する、実施態様４３に
記載の方法。
（４５）　前記ペグが多孔質金属を含有する、実施態様４３に記載の方法。
【０１２９】
（４６）　前記チャンバと前記ペグの前記ヘッドが円錐台形状をしている、実施態様４３
に記載の方法。
（４７）　前記中実プラグを前記中実基部の前記第１中実表面に固定する工程が溶接を含
む、実施態様４３に記載の方法。

【図１】 【図２】

【図３】
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