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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 骨折患部を撮影する骨折患部撮影手段と、該骨折患部撮影手段が撮影した撮影画像に基
づいて骨折断端の接合位置を指定して骨折位置から該接合位置までの骨片の移動軌跡及び
移動量を設定する整復シミュレーション設定手段と、前記骨折患部における一方の骨片に
保持して移動可能な骨片移動手段と、前記整復シミュレーション設定手段が設定した骨片
の移動軌跡及び移動量に基づいて前記骨片移動手段の移動順序、移動量、移動方向を設定
する制御量設定手段とを具えた骨折整復誘導装置において、前記骨折患部撮影手段として
３次元の画像が合成可能なＸ線透視装置を用い、該Ｘ線透視装置にマーカを付けて該マー
カの３次元位置を計測する３次元計測装置を設け、前記骨折患部に対して複数箇所の３次
元撮影画像と前記マーカの３次元位置・方向座標により整復に必要な範囲の骨全体の画像
に作成する画像処理手段を設け、更に、前記骨片移動手段が保持した一方の骨片にマーカ
を付ける骨片マーカ付着手段と、該骨片マーカ付着手段が付けたマーカの３次元位置を計
測する３次元計測装置とを設け、前記制御量設定手段は、該３次元計測装置が測定したマ
ーカの移動軌跡及び移動量と、前記整復シミュレーション設定手段が設定した骨片の移動
軌跡及び移動量との誤差を検出し、この誤差が所定値を越えたときには前記骨片移動手段
の補正量を設定することを特徴とする骨折整復誘導装置。
【請求項２】
 請求項１において、前記画像処理手段は作成した骨折患部の３次元画像に基づいて骨片
の分離を行って各骨片の３次元画像を作成し、前記整復シミュレーション設定手段は、該
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骨片の３次元画像に基づいて骨折断端の接合位置を指定することを特徴とする骨折整復誘
導装置。
【請求項３】
請求項１において、前記整復シミュレーション設定手段は、前記骨折患部撮影手段が撮影
した撮影画像と予め記憶した骨正常位置とを比較して前記骨折断端の接合位置を指定する
ことを特徴とする骨折整復誘導装置。
【請求項４】
請求項１において、前記整復シミュレーション設定手段は、術者の手に装着されるデータ
グローブを有し、該術者は前記骨折患部撮影手段が撮影した撮影画像に基づいて該データ
グローブを操作して骨折断端の接合位置を指定して骨折位置から該接合位置までの骨片の
移動軌跡及び移動量を設定することを特徴とする骨折整復誘導装置。
【請求項５】
 請求項４において、前記整復シミュレーション設定手段と前記制御量設定手段との間で
データを送受信可能なデータ送受信機を設けたことを特徴とする骨折整復誘導装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、骨折した患部における骨片ずれを修復する骨折整復誘導装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
人体の骨折患部の治療は、患者をベッドに寝かせた状態で、患者の骨折患部を複数回Ｘ線
撮影（例えば、上下、左右の撮影）して骨片のずれを確認した後、牽引することで骨折患
部を整復し、骨折患部の整復位置が適正かどうかを再度Ｘ線撮影して確認している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、従来の骨折整復治療では、骨折患部のＸ線撮影画像に基づいて術者が骨折患部
を牽引して適正な接合位置に整復するものであるが、骨折した骨片の牽引方向や牽引力等
は定量性がなく、各術者の経験によるところが大きい。また術者の肉体労働を強いている
ことになる。そのため、術者の技量によって骨折治療の完治期間にずれが生じてしまうと
いう問題がある。更に、Ｘ線撮影を頻繁に行うため、患者及び術者に対する被爆の問題が
ある。
【０００４】
　本発明はこのような問題を解決するものであり、骨折整復治療における定量性を確保し
て整復作業の作業性及び作業効率の向上を図った骨折整復誘導装置を提供することを目的
とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上述の目的を達成するための請求項１の発明の骨折整復誘導装置は、骨折患部を撮影す
る骨折患部撮影手段と、該骨折患部撮影手段が撮影した撮影画像に基づいて骨折断端の接
合位置を指定して骨折位置から該接合位置までの骨片の移動軌跡及び移動量を設定する整
復シミュレーション設定手段と、前記骨折患部における一方の骨片に保持して移動可能な
骨片移動手段と、前記整復シミュレーション設定手段が設定した骨片の移動軌跡及び移動
量に基づいて前記骨片移動手段の移動順序、移動量、移動方向を設定する制御量設定手段
とを具えた骨折整復誘導装置において、前記骨折患部撮影手段として３次元の画像が合成
可能なＸ線透視装置を用い、該Ｘ線透視装置にマーカを付けて該マーカの３次元位置を計
測する３次元計測装置を設け、前記骨折患部に対して複数箇所の３次元撮影画像と前記マ
ーカの３次元位置・方向座標により整復に必要な範囲の骨全体の画像に作成する画像処理
手段を設け、更に、前記骨片移動手段が保持した一方の骨片にマーカを付ける骨片マーカ
付着手段と、該骨片マーカ付着手段が付けたマーカの３次元位置を計測する３次元計測装
置とを設け、前記制御量設定手段は、該３次元計測装置が測定したマーカの移動軌跡及び
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移動量と、前記整復シミュレーション設定手段が設定した骨片の移動軌跡及び移動量との
誤差を検出し、この誤差が所定値を越えたときには前記骨片移動手段の補正量を設定する
ことを特徴とする。
【０００７】
　請求項２の発明の骨折整復誘導装置では、前記画像処理手段は作成した骨折患部の３次
元画像に基づいて骨片の分離を行って各骨片の３次元画像を作成し、前記整復シミュレー
ション設定手段は、該骨片の３次元画像に基づいて骨折断端の接合位置を指定することを
特徴としている。
【０００８】
　請求項３の発明の骨折整復誘導装置では、前記整復シミュレーション設定手段は、前記
骨折患部撮影手段が撮影した撮影画像と予め記憶した骨正常位置とを比較して前記骨折断
端の接合位置を指定することを特徴としている。
【００１０】
　請求項４の発明の骨折整復誘導装置では、前記整復シミュレーション設定手段は、術者
の手に装着されるデータグローブを有し、該術者は前記骨折患部撮影手段が撮影した撮影
画像に基づいて該データグローブを操作して骨折断端の接合位置を指定して骨折位置から
該接合位置までの骨片の移動軌跡及び移動量を設定することを特徴としている。
【００１１】
　請求項５の発明の骨折整復誘導装置では、前記整復シミュレーション設定手段と前記制
御量設定手段との間でデータを送受信可能なデータ送受信機を設けたことを特徴としてい
る。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００１９】
図１に本発明の第１実施形態に係る骨折整復誘導装置の概略構成、図２に本実施形態の骨
折整復誘導装置による整復方法を表すフローチャート、図３乃至図５に本実施形態の骨折
整復誘導装置により整復方法を表す概略を示す。
【００２０】
本実施形態の骨折整復誘導装置は、図１に示すように、骨折患部を撮影する骨折患部撮影
手段としての３次元画像が合成可能なＸ線透視装置１１と、骨折した骨片に付ける骨片マ
ーカ１２ａと、Ｘ線透視装置１１に付ける装置マーカ１２ｂと、この骨片マーカ１２ａと
装置マーカ１２ｂの３次元位置を計測する３次元計測装置１３と、Ｘ線透視装置１１で合
成された骨片の３次元画像を用いて３次元計測装置１３が計測したマーカの３次元位置か
ら骨片の３次元位置を推定し、整復シミュレーション及び整復制御量を出力する整復誘導
装置１８と、骨折患部における一方の骨片に保持して移動可能な骨片移動手段としての牽
引装置１５とから構成されている。この整復誘導装置１８は骨片の３次元画像に基づいて
骨折断端の接合位置を指定して骨折位置から接合位置までの骨片の移動軌跡及び移動量を
設定する整復シミュレーション設定装置１６と、この整復シミュレーション設定装置１６
が設定した骨片の移動軌跡及び移動量に基づいて牽引装置１５の位置・姿勢操作量を設定
する制御量設定装置１７とから構成されている。
【００２１】
Ｘ線透視装置１１は、例えば、骨折患部としての大腿部の外周部に位置してリング形状を
なすＣ字形アームであって、大腿部の周方向に回動自在であると共に、長手方向に移動可
能であり、骨折患部を複数の位置や角度からＸ線撮影可能となっており、３次元画像を生
成する。骨片マーカ１２ａは、骨折患部にて骨折した側の骨片に刻設すると共に、皮膚に
皮膚マーカを貼着するものである。装置マーカ１２ｂは、Ｘ線透視装置１１に付設するも
のである。３次元計測装置１３は、この骨片マーカ１２ａの３次元位置と装置マーカ１２
ｂの３次元位置を計測するものである。
【００２２】
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Ｘ線透視装置１１で骨折患部周辺を、位置を変えて複数箇所撮影するが、Ｘ線透視装置１
１の位置は装置マーカ１２ｂを３次元計測装置１３で計測されて画像処理装置１４に入力
される。この画像処理装置１４は、Ｘ線透視装置１１からの骨折患部周辺の複数箇所の３
次元画像により手術する骨部全体を合成する。また、画像処理装置１４は、３次元計測装
置１３が計測した各マーカの３次元位置（３次元座標）から骨片の３次元位置を推定する
。
【００２３】
整復シミュレーション設定装置１６は、Ｘ線透視装置１１が撮影した撮影画像に基づいて
画像処理装置１４が作成した骨片の３次元画像から骨折断端の接合位置を指定し、骨片が
ずれた骨折位置から骨片が適正に接触する接合位置までの骨片の移動軌跡及び移動量を設
定するものである。この場合、骨片の適正な接合位置は、骨折していない側の大腿部のＸ
線撮影画像や平均的な骨の接合形状とのマッチングにより行うことが望ましい。
【００２４】
制御量設定装置１７は、整復シミュレーション設定装置１６が設定した骨片の移動軌跡及
び移動量に基づいて牽引装置１５の位置・姿勢の操作量を演算することで、実際の骨折患
部にて牽引装置１５が保持した骨片をずれた骨折位置から適正な接合位置まで移動指示す
るものである。この場合、制御量設定装置１７は、３次元計測装置１３が計測した各マー
カの３次元位置に基づいて画像処理装置１４が推定した骨片の実移動軌跡及び実移動量と
、整復シミュレーション設定装置１６が設定した骨片の移動軌跡及び移動量との誤差を検
出し、この誤差が減少するように牽引装置１５を補正制御する。
【００２５】
そして、牽引装置１５は、ベッドに横になった患者の骨折した足に履かせて保持するブー
ツと、このブーツを６自由度（３次元方向への直線移動、３次元方向に沿った軸回りの回
動）の移動動作を可能とする移動機構とを有しており、骨片を６自由度の方向に牽引可能
となっている。
【００２６】
ここで、本実施形態の骨折整復誘導装置による骨折整復方法について、図２に記載したフ
ローチャートと図３乃至図５に記載した骨折患部の概略に基づいて詳細に説明する。
【００２７】
図２に示すフローチャートにて、ステップＳ１では、Ｘ線透視装置１１を用いて大腿部の
周方向に回動すると共に長手方向に移動し、骨折患部を異なる位置でＸ線撮影を行い、図
３(ａ)に示すように、複数の３次元画像Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄを取得する。ステップＳ２では、
３次元画像Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄに対応する装置マーカ１２ｂの位置データを用いて、図３(ｂ)
に示すように、術部全体が把握できるように骨折患部周辺の３次元画像を作成する。そし
て、ステップＳ３では、図３(ｃ)に示すように、この骨折患部周辺の３次元画像に基づい
て、骨折した各骨片ごとの分離を行って各骨片（骨折の断端）の３次元画像を作成する。
【００２８】
ステップＳ４にて、整復シミュレーション設定装置１６は、画像処理装置１４が作成した
分離骨片の３次元画像にて、図４(ａ)に示すように、骨片の適正な接合位置を指定するが
、この場合、予め骨折していない側の大腿部のＸ線撮影画像を取得し、骨折患部の分離骨
片に対応する３次元画像を記憶しておき、骨折していない大腿部の３次元画像に基づいて
、骨折した大腿部における骨片の接合位置を指定する。そして、図４(ｂ)に示すように、
３次元画像上で骨片を指定した接合位置までシミュレーション移動することで骨折患部の
整復状態を確認し、移動軌跡及び移動量を設定する。予め骨折していない側の大腿部のＸ
線画像が得られない場合、図４(ｃ)に示すように、骨折断端に接合位置（ａ，ｂ，ｃ）、
（ａ′，ｂ′，ｃ′）を設定し、この接合位置までの骨片の移動軌跡及び移動量を設定し
、この移動軌跡及び移動量に基づいて骨片のシミュレーション移動し、骨片の整復状態を
確認することもできる。
【００２９】
　このように整復シミュレーション設定装置１６にて、接合位置までの骨片の移動軌跡及
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び移動量が設定されたら、ステップＳ５にて、制御量設定装置１７は、牽引装置１５によ
る制御量、即ち、骨片の移動軌跡及び移動量に対応したブーツにおける６方向の移動順序
、移動量、移動速度等を換算する。そして、ステップＳ６にて、牽引装置１５は、図５(
ａ)(ｂ)に示すように、ブーツを設定した移動順序、移動量、移動方向等に基づいて移動
されて骨片をずれた骨折位置から適正な接合位置まで移動する。なお、牽引装置１５は自
動で駆動される必要はなく、手動で操作してもよい。
【００３０】
　この場合、予め骨片マーカ１２ａが刻設されると共に皮膚にマーカが貼着され、ステッ
プＳ７にて、３次元計測装置１３が各マーカの３次元位置を計測している。そして、ステ
ップＳ８では、３次元計測装置１３が計測した各マーカの３次元位置に基づいて画像処理
装置１４が推定した骨片の実移動軌跡及び実移動量と、整復シミュレーション設定装置１
６が設定した骨片の移動軌跡及び移動量とを比較し、牽引装置１５の作動によって移動す
る骨片が指定した軌跡上にあるかどうかをリアルタイムで判定している。
【００３１】
従って、ステップＳ８にて、骨片の実移動軌跡と骨片の設定移動軌跡とを比較し、その誤
差が所定値を越えたときには牽引装置１５の作動によって移動する骨片が指定した軌跡上
にないと判定し、ステップＳ９にてこの誤差が減少するように牽引装置１５を位置補正し
、ステップＳ６に戻る。一方、骨片の実移動軌跡と骨片の設定移動軌跡との誤差が所定値
以内であれば、移動する骨片が指定した軌跡上にあると判定し、ステップＳ１０に移行す
る。ここに、ステップＳ９の位置補正は制御量設定装置１７にて実施される。
【００３２】
このステップＳ１０では、骨片の実移動軌跡及び実移動量と、骨片の設定移動軌跡及び設
定移動量とを比較し、牽引装置１５の作動によって移動する骨片が指定した接合位置に移
動したかどうかを判定する。このステップＳ１０で、骨片の実移動軌跡及び実移動量と、
骨片の設定移動軌跡及び設定移動量とが一致していなければ、骨片がまだ指定した接合位
置に移動していないものと判定し、ステップＳ６に戻って処理を繰り返す。
【００３３】
一方、骨片の実移動軌跡及び実移動量と設定移動軌跡及び設定移動量とが一致していれば
、骨片が指定した接合位置に移動したものと判定する。そして、ステップＳ１１にて、Ｘ
線透視装置１１により骨折患部を撮影し、ステップＳ１２で、骨片が所定の接合位置に移
動して適正に整復されているかどうかを判定し、骨片が所定の接合位置に移動せずに適正
に整復されていなければ、ステップＳ４に戻って全ての処理を繰り返す一方、骨片が所定
の接合位置に移動して適正に整復されていることが確認されたら整復作業を完了する。そ
して、図示しないが、骨折患部の手術やギブスによる固定などの適切な処置を行う。
【００３４】
このように本実施形態の骨折整復誘導装置にあっては、Ｘ線透視装置１１により骨折患部
を撮影し、骨片の３次元画像を作成し、画像処理装置１４が撮影した複数の３次元撮影画
像を座標変換して手術する骨全体に合成し、整復シミュレーション設定装置１６が作成し
た骨片の３次元画像に基づいて骨折断端の接合位置を指定して骨折位置から接合位置まで
の骨片の移動軌跡及び移動量を設定し、制御量設定装置１７は骨片の移動軌跡及び移動量
に基づいて牽引装置１５の操作量、操作方向を設定し、これに基づいて牽引装置１５を駆
動して骨折患部を整復するようにしている。
【００３５】
従って、骨片を予め設定した移動軌跡及び移動量に基づいて牽引装置１５により接合位置
まで移動して整復するため、骨折した骨片の牽引方向や牽引力は定量的なものとなり、術
者の経験に拘らずほぼ一定な技量となり、骨折治療の完治期間にずれが生じることはなく
、その結果、骨折整復治療における定量性を確保して整復作業の作業性及び作業効率を向
上できる。
【００３６】
また、骨片マーカ１２ａが骨片に刻設されると共に皮膚にマーカを貼着し、３次元計測装
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置１３が計測した各マーカの３次元位置に基づいて推定した骨片の実移動軌跡及び実移動
量と、整復シミュレーション設定装置１６が設定した骨片の実移動軌跡及び実移動量とを
比較し、両者の誤差が減少するように牽引装置１５を補正制御しており、骨片の移動を常
時監視して早期に修正することができる。更に、患者及び術者に対してＸ線透視装置１１
の使用回数を減少することで、Ｘ線被爆を防止することができる。
【００３７】
図６乃至図８に本発明の第２～４実施形態に係る骨折整復誘導装置の概略構成を示す。な
お、前述した実施形態で説明したものと同様の機能を有する部材には同一の符号を付して
重複する説明は省略する。
【００３８】
第２実施形態の骨折整復誘導装置において、図６に示すように、整復シミュレーション設
定装置２１は、Ｘ線透視装置１１が撮影した撮影画像に基づいて画像処理装置１４が作成
した骨片の３次元画像を映し出すディスプレイ２２と、術者の手に装着されるデータグロ
ーブ２３と、このデータグローブ２３の作動を検出する各種センサ類２４と、この各種セ
ンサ類２４の出力に基づいて骨片の移動位置を推定する演算装置２５とを有している。な
お、この各種センサ類２４は磁気センサあるいは光学センサであって、データグローブ２
３の６自由度（３次元方向への直線移動、３次元方向に沿った軸回りの回動）の移動動作
を検出できるセンサであればどれでもよい。
【００３９】
従って、この整復シミュレーション設定装置２１では、ディスプレイ２２に骨折患部にお
ける骨片の３次元画像が映し出された状態で、術者がデータグローブ２３を操作、つまり
、骨片を保持していると仮定して骨折断端の接合位置まで移動させると、センサ類２４が
このデータグローブ２３の移動軌跡及び移動量を検出し、演算装置２５がこの移動軌跡及
び移動量に基づいて骨片の移動位置を推定し、ディスプレイ２２に表示される。そして、
術者が骨片を骨折位置から適正な接合位置まで移動させたときの骨片の移動軌跡及び移動
量を、骨折位置から接合位置までの骨片の設定移動軌跡及び設定移動量として設定する。
【００４０】
そして、整復シミュレーション設定装置２１にて、接合位置までの骨片の移動軌跡及び移
動量が設定されたら、前述の実施形態と同様に、制御量設定装置１７が牽引装置１５によ
る操作量、即ち、骨片の移動軌跡及び移動量に対応した牽引装置１５の６方向の移動順序
、移動量、移動方向等を換算し、これに基づいて牽引装置１５を駆動して骨片をずれた骨
折位置から適正な接合位置まで移動する。
【００４１】
このように本実施形態の骨折整復誘導装置にあっては、整復シミュレーション設定装置２
１にて、術者がデータグローブ２３を操作して骨片を骨折位置から適正な接合位置まで移
動させて設定移動軌跡及び設定移動量を設定している。従って、骨片の接合位置を適正に
設定することができ、整復作業の作業性及び作業効率を向上できる。
【００４２】
第３実施形態の骨折整復誘導装置では、図７に示すように、第２実施形態で説明した演算
装置２５と整復誘導装置１８とをデータ送受信装置３１，３２に接続し、両者間でデータ
の送受信を可能としている。
【００４３】
従って、患者がいる病院に熟練の術者が不在であるときは、Ｘ線透視装置１１が撮影した
撮影画像に基づいて画像処理装置１４が作成した骨片の３次元画像を熟練の術者がいる病
院にデータ送受信装置３１，３２を用いて送信する。熟練の術者は受信したデータをディ
スプレイ２２に表示しながらデータグローブ２３を操作し、骨片を骨折位置から適正な接
合位置まで移動させて設定移動軌跡及び設定移動量を設定する。そして、骨片の設定移動
軌跡及び設定移動量を患者がいる病院にデータ送受信装置３１，３２を用いて送信すると
、制御量設定装置１７による操作量、即ち、骨片の移動軌跡及び移動量に対応した６方向
の移動順序、移動量、移動方向等を換算し、これに基づいて牽引装置１５を駆動して骨片
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をずれた骨折位置から適正な接合位置まで移動する。
【００４４】
このように本実施形態の骨折整復誘導装置にあっては、骨片の３次元画像や骨片の設定移
動軌跡及び設定移動量をデータ送受信装置３１，３２により送受信可能とすることで、熟
練の術者が不在である遠隔地などの病院であっても、骨折患部を適正に修復することがで
きる。
【００４５】
第４実施形態の骨折整復誘導装置では、図８に示すように、第１実施形態で説明した制御
量設定装置１７に音声指示装置４１を接続している。
【００４６】
従って、制御量設定装置１７が牽引装置１５を駆動制御して骨片をずれた骨折位置から適
正な接合位置まで移動しているとき、骨片の実移動軌跡及び実移動量と設定移動軌跡及び
設定移動量とに誤差が発生したときには、音声指示装置４１から制御量設定装置１７に音
声で指示を送ることで、骨片の修正移動を早期に実行することができ、また、不測の事態
には牽引装置１５を緊急停止することができる。なお、第３実施形態で説明したように、
音声指示装置４１と整復誘導装置１８とをデータ送受信装置３１，３２に接続し、遠隔地
より熟練の術者が音声で指示する方法も可能である。
【００４７】
【発明の効果】
　以上、実施形態において詳細に説明したように請求項１の発明の骨折整復誘導装置によ
れば、骨折患部を撮影する骨折患部撮影手段と、撮影した撮影画像に基づいて骨折断端の
接合位置を指定して骨折位置から接合位置までの骨片の移動軌跡及び移動量を設定する整
復シミュレーション設定手段と、骨折患部における一方の骨片に保持して移動可能な骨片
移動手段と、整復シミュレーション設定手段が設定した骨片の移動軌跡及び移動量に基づ
いて骨片移動手段の移動順序、移動量、移動方向を設定する制御量設定手段とを設けたの
で、骨片を予め設定した移動軌跡及び移動量に基づいて接合位置まで移動して整復するこ
ととなり、骨折した骨片の移動方向や移動力は定量的なものとなり、術者の経験に拘らず
ほぼ一定な技量となり、骨折治療の完治期間にずれが生じることはなく、その結果、骨折
整復治療における定量性を確保して整復作業の作業性及び作業効率を向上することができ
るだけでなく、骨折患部撮影手段として３次元の画像が合成可能なＸ線透視装置を用い、
このＸ線透視装置にマーカを付けて３次元位置を計測する３次元計測装置を設け、骨折患
部に対して複数箇所の３次元撮影画像とマーカの３次元位置・方向座標により整復に必要
な範囲の骨全体の画像に作成する画像処理手段を設けたので、患者の術部全体を把握する
ことで骨折の様子を適切に認識することができ、しかも、骨片移動手段が保持した一方の
骨片にマーカを付ける骨片マーカ付着手段と、骨片マーカ付着手段が付けたマーカの３次
元位置を計測する３次元計測装置とを設け、制御量設定手段は、３次元計測装置が測定し
たマーカの移動軌跡及び移動量と、整復シミュレーション設定手段が設定した骨片の移動
軌跡及び移動量との誤差を検出し、この誤差が所定値を越えたときには骨片移動手段の補
正量を設定するので、骨片移動手段による骨片移動ルートの逸脱を早期に検出して適切な
骨片の移動制御を可能とすることができる。
【００４９】
　請求項２の発明の骨折整復誘導装置によれば、画像処理手段は骨折患部の３次元画像に
基づいて骨片の分離を行って各骨片の３次元画像を作成し、整復シミュレーション設定手
段は骨片の３次元画像に基づいて骨折断端の接合位置を指定するので、簡単な制御により
骨片の整合位置を設定することができる。
【００５０】
　請求項３の発明の骨折整復誘導装置によれば、整復シミュレーション設定手段は骨折患
部撮影手段が撮影した撮影画像と予め記憶した骨正常位置とを比較して骨折断端の接合位
置を指定するので、簡単な制御により骨片の整合位置を適切に設定することができる。
【００５２】
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　請求項４の発明の骨折整復誘導装置によれば、整復シミュレーション設定手段は術者の
手に装着されるデータグローブを有し、術者は骨折患部撮影手段が撮影した撮影画像に基
づいてデータグローブを操作して骨折断端の接合位置を指定して骨折位置から接合位置ま
での骨片の移動軌跡及び移動量を設定するので、骨片の接合位置を適正に設定することが
でき、整復作業の作業性及び作業効率を向上できる。
【００５３】
　請求項５の発明の骨折整復誘導装置によれば、整復シミュレーション設定手段と制御量
設定手段との間でデータを送受信可能なデータ送受信機を設けたので、熟練の術者が不在
である遠隔地などの病院であっても、骨折患部を適正に修復することができる。
【００５４】
　請求項７の発明の骨折整復誘導装置によれば、制御量設定手段に音声指示装置を接続し
たので、骨片移動手段による骨片移動ルートの逸脱に対して早期に骨片の移動修正を可能
とすることができる。
【００５５】
　請求項８の発明の骨折整復誘導装置によれば、制御量設定手段と音声指示装置との間で
データを送受信可能なデータ送受信装置を設けたので、遠隔地より熟練の術者が音声で指
示することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る骨折整復誘導装置の概略構成図である。
【図２】本実施形態の骨折整復誘導装置による整復方法を表すフローチャートである。
【図３】本実施形態の骨折整復誘導装置により整復方法を表す概略図である。
【図４】本実施形態の骨折整復誘導装置により整復方法を表す概略図である。
【図５】本実施形態の骨折整復誘導装置により整復方法を表す概略図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係る骨折整復誘導装置の概略構成図である。
【図７】本発明の第３実施形態に係る骨折整復誘導装置の概略構成図である。
【図８】本発明の第４実施形態に係る骨折整復誘導装置の概略構成図である。
【符号の説明】
１１　Ｘ線透視装置（骨折患部撮影手段）
１２　骨片マーカ付着装置
１３　３次元計測装置
１４　画像処理装置
１５　牽引装置（骨片移動手段）
１６，２１　整復シミュレーション設定手段
１７　制御量設定装置
２２　ディスプレイ
２３　データグローブ
２４　演算装置
３１，３２　データ送受信装置
４１　音声指示装置
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