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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】十字靭帯の温存を助長する脛骨プロテーゼを提
供する。
【解決手段】十字靭帯を保全することを可能にするキー
ル部分１４ａ、１４ｂ、１４ｃを備える、改良された脛
骨ベース部材１０を提供する。大腿骨構成要素と脛骨隆
起との間の衝突を緩和および／または防止するのに有用
な近心リップを有する、改良された外側インサートおよ
び／または内側インサートを提供する。他の実施形態は
、骨対応範囲を縮小させることなく脛骨隆起および後十
字靭帯に対する追加的な隙間を与えるために、様々な斜
角面を有する、改良された大腿骨構成要素を提供する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　明細書および添付図面に関連付けて実質的に説明された脛骨プロテーゼ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　いくつかの例においては一方または両方の十字靭帯の温存を助長する、脛骨インプラン
トおよび／または大腿骨インプラントなどの人工膝関節置換術において使用するためのプ
ロテーゼ。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２０１０年８月１１日に出願された「Ｃｒｕｃｉａｔｅ－Ｒｅｔａｉｎｉｎ
ｇ　Ｋｎｅｅ　Ｐｒｏｓｔｈｅｓｉｓ」と題する米国仮特許出願第６１／３７２，５５６
号、２０１０年９月１３日に出願された「Ｃｒｕｃｉａｔｅ　－Ｒｅｔａｉｎｉｎｇ　Ｐ
ｒｏｓｔｈｅｓｉｓ」と題する米国仮特許出願第６１／３８２，２８７号、および２０１
０年１月２９日に出願された「Ｂｉ－Ｃｒｕｃｉａｔｅ　Ｒｅｔａｉｎｉｎｇ　Ｔｉｂｉ
ａｌ　Ｉｍｐｌａｎｔ」と題する米国仮特許出願第６１／２９９，８３５号に基づく優先
権を主張するものである。これら３つの全ての出願の内容が、参照により本明細書に組み
込まれる。
【０００３】
　人工膝関節全置換術においては、通常は、脛骨ベースプロテーゼを植え込むことが可能
なプラトー表面を形成するために近位脛骨全体を切除する。このような従来的な切除技術
は、一般的に、前十字靭帯（ＡＣＬ）および後十字靭帯（ＰＣＬ）の一方または両方を犠
牲にする。なぜならば、切除により、これらの靭帯のための骨装着部位（脛骨隆起）が除
去されるからである。しばしば、ＰＣＬおよびＡＣＬの機能は、脛骨インサート上の安定
化ポストと、大腿骨構成要素または矢状方向整合強化部の上の対応するレセプタクルとを
使用し得るプロテーゼによって置換される。これらのプロテーゼは、一般的には、前後方
向の安定性を回復させるが、正常な膝関節と同様の「自然さ」が感じられず、組織温存性
が低いものとなり得る。
【０００４】
　十字靭帯の一方または両方が、救済可能である場合には、（特に若く活発な患者の場合
）ＡＣＬおよびＰＣＬのいずれかまたは両方を温存して、自然な生体力学、可動域、およ
び感覚を保全することが、時として望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭５５－１３３２４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　現行のＰＣＬ温存膝関節インプラントにおいては、脛骨インサートおよび／または脛骨
ベース部材の後方部分は、ＰＣＬのためのスペース、および脛骨隆起の残りの部分の上に
ＰＣＬのための装着部位を与えるために、若干の切除を施される場合がある。外科医は、
ＰＣＬ装着区域に隣接する骨の部分を切除しないように注意を継続しなければならない。
ＡＣＬは、これらのいわゆる後十字靭帯温存プロテーゼを使用する場合には、一般的に犠
牲となる。
【０００７】
　あるいは、外科医は、ＡＣＬおよびＰＣＬの両方を保全するように試みることができる
。これは、時として、２つの単顆インプラントを設置することによって達成される。脛骨
隆起およびそれに装着された十字靭帯は、完全に残される。内側脛骨プラトー区域および
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外側脛骨プラトー区域は、切除され、個別の単顆脛骨トレイおよびそれに対応するインサ
ートにより置換される。２つの個別の単顆インプラントを植え込むことの１つの欠点は、
２つのインプラントを相互に対して適切に位置合わせすることが困難である点である。２
つのインプラントが、適切に位置合わせされない場合には、摩耗が加速され、機能軸の整
列が損なわれ、大腿骨の動作が患者にとって不自然に感じられる場合がある。また、１つ
ではなく２つのインプラントを設置するという複雑性の追加によって、外科的植え込み時
間が増加する場合がある。
【０００８】
　２つの別個の単顆インプラントの代わりに、外科医は、単一の脛骨支持部材（インサー
トであってもよい）および／または脛骨ベース部材を備える単一の両十字靭帯温存型イン
プラントを植え込むことによりＡＣＬおよびＰＣＬの両方を保全する、代替的なオプショ
ンを有する。先行技術の両十字靭帯温存型インプラントは、インサートおよびベース部材
から基本的に形成され、これらはそれぞれ、薄型前方ブリッジにより接合された２つの単
顆部分を有する。この薄型前方ブリッジは、活動的な患者が受ける高いねじり荷重を支持
することができない場合があり、過去のインプラントは、最終的には時間の経過により半
分に折曲または剪断されるため、早期の修正手術を必要とすることが知られている。この
ような先行技術のデバイスが被る小さな折曲および剪断でさえもが、性能を低減させ、内
側および外側のいずれかまたは両方の骨からのインプラントの緩みまたは剥離を最終的に
生じさせる場合がある。
【０００９】
　先行の両十字靭帯温存型設計のさらなる問題は、ＡＣＬを脛骨に連結している区域に隣
接する骨（すなわち前方脛骨隆起）の骨折である。このような骨折は、前記薄型前方ブリ
ッジにより内側部分および外側部分が連結されるのに十分なスペースを与えるためにＡＣ
Ｌ装着点の前方の骨部分が除去される場合に、特に一般的である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　先行技術の設計と比較した場合に、本明細書において説明する十字靭帯温存型脛骨プロ
テーゼの実施形態の少なくともいくつかは、より優れた剛性、ねじり剛性、曲げ剛性、な
らびに内側脛骨部分と外側脛骨部分との間における屈曲、曲げ、および／または剪断に対
する抵抗をもたらす。
【００１１】
　これらのおよび他の実施形態は、追加的にまたは代替的に、脛骨の近位部分を少なくと
も部分的に置換するための脛骨プロテーゼを提供する。この脛骨プロテーゼは、脛骨の近
位部分上の切除済み表面に接触するための下方表面と、近位脛骨に形成された空洞部の中
に貫通するためのキールとを備える。このキールは、下方表面から離れるように下方後方
角度で延在し、脛骨プロテーゼは、連結ベース部分の後方の内側ベースプレート部分と外
側ベースプレート部分との間に延在する中央ノッチを画定し、この中央ノッチは、前十字
靭帯装着部位および後十字靭帯装着部位を含む脛骨隆起の部分を受けるのに十分な幅およ
び長さを有し、内側縁部および外側縁部を備え、この内側縁部および前方キール部分のベ
ースにより画定される角度は、鋭角であり、外側縁部および前方キール部分のベースによ
り画定される角度は、鈍角である。
【００１２】
　また、前方キール部分の後方面が、連結ベースプレート部分の後方面から偏倚された、
脛骨プロテーゼが開示される。
【００１３】
　また、脛骨プロテーゼの上方表面が、脛骨インサートを固定するための少なくとも１つ
のロック部材を備える、脛骨プロテーゼが開示される。
【００１４】
　また、脛骨プロテーゼの上方表面が、内側脛骨インサートおよび外側脛骨インサートを
固定するための少なくとも２つのロック部材を備える、脛骨プロテーゼが開示される。
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【００１５】
　また、脛骨の近位部分を少なくとも部分的に置換するための脛骨プロテーゼが開示され
る。この脛骨プロテーゼは、脛骨の近位部分上の内側切除済み表面に接触するための内側
下方表面を有する内側ベースプレート部分と、脛骨の近位部分上の外側切除済み表面に接
触するための外側下方表面を有する外側ベースプレート部分と、内側ベースプレート部分
と外側ベースプレート部分との間に延在する連結ベースプレート部分とを備える。この脛
骨プロテーゼは、内側ベースプレート部分と外側ベースプレート部分との間を前後方向に
延在する正中線を中心として非対称であり、内側ベースプレート部分は、外側ベースプレ
ート部分よりもさらに前方に延在する。
【００１６】
　また、横断面内において内側ベースプレート部分により画定される区域が、横断面内に
おいて外側ベースプレート部分により画定される区域よりも広い、脛骨プロテーゼが開示
される。
【００１７】
　また、両十字靭帯温存型脛骨プロテーゼである脛骨プロテーゼが開示される。
【００１８】
　また、脛骨プロテーゼが、内側ベースプレート部分と外側ベースプレート部分との間に
おいて概して前後方向に延在し、連結ベースプレート部分の後方に位置決めされる、ノッ
チを画定し、このノッチが、前十字靭帯装着部位および後十字靭帯装着部位を含む脛骨の
隆起の少なくとも一部分を受けるのに十分な長さのものである、脛骨プロテーゼが開示さ
れる。
【００１９】
　また、ノッチが、内側縁部、外側縁部、および前方縁部を備え、内側縁部および前方縁
部により画定される角度が、鈍角である、脛骨プロテーゼが開示される。
【００２０】
　また、脛骨の近位部分を少なくとも部分的に置換するための脛骨プロテーゼが開示され
る。この脛骨プロテーゼは、脛骨の近位部分上の内側切除済み表面に接触するための内側
下方表面を備える内側ベースプレート部分と、脛骨の近位部分上の外側切除済み表面に接
触するための外側下方表面を備える外側ベースプレート部分と、内側ベースプレート部分
と外側ベースプレート部分との間に延在する連結ベースプレート部分であって、連結下方
表面および近位脛骨に形成された空洞部内に貫入するためのキールを備える連結ベースプ
レート部分とを備える。キールは、内側下方表面、外側下方表面、および連結下方表面の
中の少なくとも１つから離れるように下方後方角度にて延在する。
【００２１】
　また、キールが、前方キール部分と、内側下方表面から延在する内側キール部分と、外
側下方表面から延在する外側キール部分とを備え、前方キール部分が、連結下方表面から
離れるように下方後方角度にて延在する、脛骨プロテーゼが開示される。
【００２２】
　また、前方キール部分の少なくとも一部が、連結ベースプレート部分上において概して
内外方向に延在し、内側キール部分の少なくとも一部が、内側ベースプレート部分上にお
いて概して前後方向に延在し、外側キール部分の少なくとも一部が、外側ベースプレート
部分上において概して前後方向に延在する、脛骨プロテーゼが開示される。
【００２３】
　また、前方キール部分が、厚み増大区域において内側キール部分および外側キール部分
を接合する、脛骨プロテーゼが開示される。
【００２４】
　また、前方キール部分が、幅増大区域において内側キール部分および外側キール部分を
接合する、脛骨プロテーゼが開示される。
【００２５】
　また、連結ベースプレート部分の厚さが前後方向において増大する、脛骨プロテーゼが
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開示される。
【００２６】
　また、内側キール部分および外側キール部分の高さが、内側キール部分および外側キー
ル部分が前後方向に延在するにつれて低下する、脛骨プロテーゼが開示される。
【００２７】
　また、前方キール部分が、前方内側／後方外側間の方向において、連結ベースプレート
部分の端部間にわたって延在する、脛骨プロテーゼが開示される。
【００２８】
　また、前方キール部分の後方面が、連結ベースプレート部分の後方面から偏倚された、
脛骨プロテーゼが開示される。
【００２９】
　また、脛骨プロテーゼが、連結ベースプレート部分の後方の内側ベースプレート部分と
外側ベースプレート部分との間に延在する中央ノッチを画成し、この中央ノッチが、前十
字靭帯装着部位および後十字靭帯装着部位を含む脛骨隆起の部分を受けるのに十分な幅お
よび長さを有する、脛骨プロテーゼが開示される。
【００３０】
　また、中央ノッチが、内側縁部および外側縁部を備え、内側縁部および前方キール部分
のベースにより画定される角度が、鋭角であり、外側縁部および前方キール部分のベース
により画定される角度が、鈍角である、脛骨プロテーゼが開示される。
【００３１】
　また、脛骨プロテーゼが、内側ベースプレート部分と外側ベースプレート部分との間に
おいて前後方向に延在する正中線を中心として非対称であり、内側ベースプレート部分が
、外側ベースプレート部分よりもさらに前方に延在する、脛骨プロテーゼが開示される。
【００３２】
　これらのまたは他の実施形態は、追加的にまたは代替的に、脛骨の近位部分を少なくと
も部分的に置換するための脛骨プロテーゼを提供する。この脛骨プロテーゼは、大腿骨顆
関節表面と共に関節運動するための脛骨関節表面を備える。この脛骨関節表面は、関節表
面の内側縁部に沿って前後方向に延在する近心リップを画定し、近心リップは、関節表面
の対応する中央部分に対してある高さだけ高くなされ、近心リップが対応する中央部分に
対して高められた高さは、前後方向に低下する。
【００３３】
　また、脛骨関節表面が、内側脛骨関節表面であり、内側脛骨関節表面の少なくとも一部
分が、矢状面内において凹型である、脛骨プロテーゼが開示される。
【００３４】
　また、内側脛骨関節表面の前方近心部分が、大腿骨顆関節表面に対して少なくとも部分
的に整合するように湾曲された、脛骨プロテーゼが開示される。
【００３５】
　また、内側脛骨関節表面の後方外側部分が、実質的に平坦であり、大腿骨顆関節表面に
対して実質的に整合しない、脛骨プロテーゼが開示される。
【００３６】
　また、脛骨関節表面が、外側脛骨関節表面であり、外側脛骨関節表面が、矢状面内にお
いて凸型である、脛骨プロテーゼが開示される。
【００３７】
　また、外側脛骨関節表面の前方近心部分が、大腿骨顆関節表面に対して少なくとも部分
的に整合するように湾曲された、脛骨プロテーゼが開示される。
【００３８】
　また、外側脛骨関節表面の後方外側部分が、実質的に平坦であり、大腿骨顆関節表面に
対して実質的に整合しない、脛骨プロテーゼが開示される。
【００３９】
　また、脛骨プロテーゼが、脛骨インサートであり、脛骨インサートが、脛骨ベースプレ



(6) JP 2019-662 A 2019.1.10

10

20

30

40

50

ートに固定するための少なくとも１つのロック部材を備える下方表面をさらに備える、脛
骨プロテーゼが開示される。
【００４０】
　また、大腿骨顆関節表面と共に関節運動するための脛骨関節表面を備える、脛骨の近位
部分を少なくとも部分的に置換するための脛骨プロテーゼが開示される。この脛骨関節表
面は、関節表面の内側縁部に沿って前後方向に延在する近心リップを画定し、この近心リ
ップは、関節表面の対応する中央部分に対してある高さだけ高くなされ、内側脛骨関節表
面の前方近心部分が、大腿骨顆関節表面に対して少なくとも部分的に整合するように湾曲
され、内側脛骨関節表面の後方外側部分が、実質的に平坦であり、大腿骨顆関節表面に対
して実質的に整合しない。
【００４１】
　また、大腿骨顆関節表面と共に関節運動するための脛骨関節表面を備える、脛骨の近位
部分を少なくとも部分的に置換するための脛骨プロテーゼが開示される。脛骨関節表面の
前方近心部分が、大腿骨顆関節表面に対して少なくとも部分的に整合し、脛骨関節表面の
後方外側部分が、大腿骨顆関節表面に対して実質的に整合しない。
【００４２】
　また、前方近心部分が、大腿骨顆関節表面に対して少なくとも部分的に整合するように
湾曲された、脛骨プロテーゼが開示される。
【００４３】
　また、後方外側部分が、大腿骨顆関節表面に対して実質的に整合しないように、実質的
に平坦である、脛骨プロテーゼが開示される。
【００４４】
　また、脛骨関節表面が、内側脛骨関節表面であり、内側脛骨関節表面が、矢状面内にお
いて凹型である、脛骨プロテーゼが開示される。
【００４５】
　また、脛骨関節表面が、外側脛骨関節表面であり、外側脛骨関節表面が、矢状面内にお
いて凸型である、脛骨プロテーゼが開示される。
【００４６】
　また、少なくとも１つの脛骨関節表面が、前後方向において概して傾斜する、脛骨プロ
テーゼが開示される。
【００４７】
　また、少なくとも１つの脛骨関節表面が、内側関節表面および外側関節表面を備え、前
後方向における内側関節表面の傾斜が、前後方向における外側関節表面の傾斜と異なる、
脛骨プロテーゼが開示される。
【００４８】
　また、内側関節表面が、内側インサートに関連付けられ、外側関節表面が、外側インサ
ートに関連付けられ、内側インサートの前方部分における内側インサートの厚さが、外側
インサートの後方部分における外側インサートの厚さとは異なる、脛骨プロテーゼが開示
される。
【００４９】
　また、内側インサートおよび外側インサートが、前後方向に可変傾斜を有するインサー
トのキットの一部である、脛骨プロテーゼが開示される。
【００５０】
　また、少なくとも１つの脛骨関節表面が、脛骨ベースプレートに関連付けされる、脛骨
プロテーゼが開示される。
【００５１】
　また、内側インサートの前方部分における内側インサートの厚さが、内側インサートの
後方部分における内側インサートの厚さよりも大きい、脛骨プロテーゼが開示される。
【００５２】
　また、内側インサートの後方部分における内側インサートの厚さが、外側インサートの
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後方部分における外側インサートの厚さとは異なる、脛骨プロテーゼが開示される。
【００５３】
　また、外側インサートの前方部分における外側インサートの厚さが、外側インサートの
後方部分における外側インサートの厚さよりも大きい、脛骨プロテーゼが開示される。
【００５４】
　また、少なくとも１つの脛骨関節表面が、内外方向において概して傾斜する、脛骨プロ
テーゼが開示される。
【００５５】
　また、少なくとも１つの脛骨関節表面が、内側関節表面および外側関節表面を備え、内
外方向における内側関節表面の傾斜が、内外方向における外側関節表面の傾斜とは異なる
、脛骨プロテーゼが開示される。
【００５６】
　また、内側関節表面が、内側インサートに関連付けられ、外側関節表面が、外側インサ
ートに関連付けられ、内側インサートの前方部分における内側インサートの厚さが、外側
インサートの前方部分における外側インサートの厚さよりも大きく、内側インサートの後
方部分における内側インサートの厚さが、外側インサートの後方部分における外側インサ
ートの厚さとは異なる、脛骨プロテーゼが開示される。
【００５７】
　また、前方キール部分が、患者内に植え込まれる際に前方皮質に係合するように、連結
下方表面上に前方に位置決めされた、脛骨プロテーゼが開示される。
【００５８】
　また、大腿骨構成要素の大腿骨顆関節表面と共に関節運動するための少なくとも１つの
脛骨関節表面をさらに備える、脛骨プロテーゼが開示される。大腿骨構成要素は、内側顆
および外側顆を備え、内側顆および外側顆の少なくとも一方が、後方外側斜角面を備える
。
【００５９】
　また、他の実施形態によれば、大腿骨顆関節表面と共に関節運動するための脛骨関節表
面を備える、脛骨の近位部分を少なくとも部分的に置換するための脛骨プロテーゼが提供
される。脛骨関節表面は、関節表面の内側縁部に沿って前後方向に延在する近心リップを
画定し、この近心リップは、関節表面の対応する中央部分に対してある高さだけ高くなさ
れ、近心リップが対応する中央部分に対して高められた高さは、前後方向に低下し、脛骨
関節表面の前方外側部分が、大腿骨顆関節表面に対して少なくとも部分的に整合し、脛骨
関節表面の後方外方部分が、大腿骨顆関節表面に対して実質的に整合しない。
【００６０】
　また、前方近心部分が、大腿骨顆関節表面に対して少なくとも部分的に整合するように
湾曲された、脛骨プロテーゼが開示される。
【００６１】
　また、後方外方部分が、大腿骨顆関節表面に対して実質的に整合しないように、実質的
に平坦である、脛骨プロテーゼが開示される。
【００６２】
　また、骨対応範囲を縮小させることなく脛骨隆起およびＰＣＬに対する追加的な隙間を
与えるために、様々な斜角面を有する大腿骨構成要素が開示される。いくつかの実施形態
においては、大腿骨構成要素の内側顆および／または外側顆は、後方外側斜角面を備える
。いくつかの実施形態においては、大腿骨構成要素の前方フランジが、外側および／また
は内側に前方外側斜角面を備えてもよい。
【００６３】
　他の適用分野が、以降に提示する詳細な説明から明らかになろう。詳細な説明および具
体的な例は、本発明の特定の実施形態を示唆するが、専ら例示を目的として意図されたに
過ぎず、本発明の範囲を限定するようには意図されない点を理解されたい。
【００６４】
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　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成する添付の図面は、本発明のいくつかの
実施形態を図示し、文字による説明と共に、これらの実施形態の原理、特徴、および特色
を説明する役割を果たす。本明細書に含まれる図面の殆どまたは全てが、患者の左膝と共
に使用するように構成されたインプラントを概して図示するが、患者の右膝と共に使用す
るためのミラー対称のインプラントおよび左右両方の膝と共に使用するための対称構成の
インプラントもまた予期される点に留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】１つまたは複数の骨内部成長構造体すなわちセメントマントル構造体、および複
数のキール部分を使用する、第１の実施形態による脛骨ベース部材の底面等角図である。
【図２】１つまたは複数の骨内部成長構造体すなわちセメントマントル構造体、および複
数のキール部分を使用する、第１の実施形態による脛骨ベース部材の底面等角図である。
【図３】１つまたは複数の骨内部成長構造体すなわちセメントマントル構造体、および複
数のキール部分を使用する、第１の実施形態による脛骨ベース部材の底面等角図である。
【図４】セメントマントルを受けるための下面凹部を備える、第２の実施形態による脛骨
ベース部材を示す図である。
【図５】セメントマントルを受けるための下面凹部を備える、第２の実施形態による脛骨
ベース部材を示す図である。
【図６】セメントマントルを受けるための下面凹部を備える、第２の実施形態による脛骨
ベース部材を示す図である。
【図７】セメントマントルを受けるための下面凹部を備える、第２の実施形態による脛骨
ベース部材を示す図である。
【図８】第３の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図９】第３の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図１０】第３の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図１１】第３の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図１２】第４の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図１３】第４の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図１４】第４の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図１５】第４の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図１６】第５の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図１７】第５の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図１８】第５の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図１９】第５の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図２０】第６の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図２１】第６の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図２２】第６の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図２３】第６の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図２４】脛骨の前方皮質に隣接する皮質の外側部分に接触するように構成された前方壁
部分を有する、第７の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図２５】脛骨の前方皮質に隣接する皮質の外側部分に接触するように構成された前方壁
部分を有する、第７の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図２６】脛骨の前方皮質に隣接する皮質の外側部分に接触するように構成された前方壁
部分を有する、第７の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図２７】脛骨の前方皮質に隣接する皮質の外側部分に接触するように構成された前方壁
部分を有する、第７の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図２８】脛骨の前方皮質に隣接する皮質の外側部分に接触するように構成された前方壁
部分を有する、第７の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図２９】脛骨の前方皮質に隣接する皮質の外側部分に接触するように構成された前方壁
部分を有する、第７の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
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【図３０】３つのキール部分を有する、第８の実施形態による脛骨ベース部材を示す図で
ある。
【図３１】３つのキール部分を有する、第８の実施形態による脛骨ベース部材を示す図で
ある。
【図３２】３つのキール部分を有する、第８の実施形態による脛骨ベース部材を示す図で
ある。
【図３３】３つのキール部分を有する、第８の実施形態による脛骨ベース部材を示す図で
ある。
【図３４】３つのキール部分を有する、第８の実施形態による脛骨ベース部材を示す図で
ある。
【図３５】３つのキール部分を有する、第８の実施形態による脛骨ベース部材を示す図で
ある。
【図３６】キール部分上に設けられたステップ、テクスチャ、またはジャグ特色部を備え
る、第９の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図３７】キール部分上に設けられたステップ、テクスチャ、またはジャグ特色部を備え
る、第９の実施形態による脛骨ベース部材を示す図である。
【図３８】内側関節運動脛骨インサートおよび外側関節運動脛骨インサートを組み付けら
れた図３０～図３５および図４７の脛骨ベース部材を示す図である。
【図３９】内側関節運動脛骨インサートおよび外側関節運動脛骨インサートを組み付けら
れた図３０～図３５および図４７の脛骨ベース部材を示す図である。
【図４０】内側関節運動脛骨インサートおよび外側関節運動脛骨インサートを組み付けら
れた図３０～図３５および図４７の脛骨ベース部材を示す図である。
【図４１】内側関節運動脛骨インサートおよび外側関節運動脛骨インサートを組み付けら
れた図３０～図３５および図４７の脛骨ベース部材を示す図である。
【図４２】内側関節運動脛骨インサートおよび外側関節運動脛骨インサートを組み付けら
れた図３０～図３５および図４７の脛骨ベース部材を示す図である。
【図４３】内側関節運動脛骨インサートおよび外側関節運動脛骨インサートを組み付けら
れた図３０～図３５および図４７の脛骨ベース部材を示す図である。
【図４４】内側関節運動脛骨インサートおよび外側関節運動脛骨インサートを組み付けら
れた図３０～図３５および図４７の脛骨ベース部材を示す図である。
【図４５】内側関節運動脛骨インサートおよび外側関節運動脛骨インサートを組み付けら
れた図３０～図３５および図４７の脛骨ベース部材を示す図である。
【図４６】内側関節運動脛骨インサートおよび外側関節運動脛骨インサートを組み付けら
れた図３０～図３５および図４７の脛骨ベース部材を示す図である。
【図４７】３つのキール部分を有する、第８の実施形態による脛骨ベース部材を示す図で
ある。
【図４８】図３８～図４６に示す両十字靭帯温存型脛骨プロテーゼを組み立てる１つのス
テップを示す図である。
【図４９】一実施形態による脛骨ベース部材と脛骨隆起との間の対合ジオメトリを概略的
に図示する正面冠状断面図である。
【図５０】一実施形態による脛骨ベース部材と脛骨隆起との間の対合ジオメトリを概略的
に図示する正面冠状断面図である。
【図５１】一実施形態による脛骨ベース部材と脛骨隆起との間の対合ジオメトリを概略的
に図示する正面冠状断面図である。
【図５２】一実施形態による脛骨ベース部材と脛骨隆起との間の対合ジオメトリを概略的
に図示する正面冠状断面図である。
【図５３】近位脛骨上に植え込まれた両十字靭帯温存型脛骨プロテーゼの正面冠状断面図
である。
【図５４】外側脛骨インサートの後方図である。
【図５５】外側脛骨インサートの後方図である。
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【図５６】図５４および図５５の外側インサートの外側矢状断面図である。
【図５７】前側から見た場合の図５４～図５６の外側インサートの冠状断面図である。
【図５８】外側から見た場合の外側インサートの矢状断面図である。
【図５９】内側脛骨インサートの後方図である。
【図６０】図５９および図６１の内側インサートの内側矢状断面図である。
【図６１】内側脛骨インサートの後方図である。
【図６２】前側から見た場合の内側インサートの冠状断面図である。
【図６３】内側から見た場合の内側インサートの横軸方向矢状断面図である。
【図６４】図３８～図４６に示す両十字靭帯温存型脛骨プロテーゼと組み合わせて使用さ
れた場合の大腿骨インプラントの一実施形態の運動学を示すグラフである。
【図６５】図３８～図４６に示す両十字靭帯温存型脛骨プロテーゼと組み合わせて使用さ
れた場合の大腿骨インプラントの一実施形態の運動学を示すグラフである。
【図６６】図３８～図４６に示す両十字靭帯温存型脛骨プロテーゼと組み合わせて使用さ
れた場合の大腿骨インプラントの一実施形態の運動学を示すグラフである。
【図６７Ａ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｂ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｃ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｄ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｅ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｆ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｇ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｈ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｉ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｊ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｋ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｌ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｍ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｎ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｏ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｐ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６７Ｑ】様々な屈曲角度に関する図６４～図６６の運動学を示す図である。
【図６８】両十字靭帯温存型膝関節プロテーゼ（ＡＣＬおよびＰＣＬ温存型）の一実施形
態の前方図である。
【図６９】十字靭帯温存型に坐関節プロテーゼ（ＰＣＬ温存型）の一実施形態の前方図で
ある。
【図７０】図６８の両十字靭帯温存型膝関節プロテーゼの前方内側図である。
【図７１】図６９の十字靭帯温存型膝関節プロテーゼの前方内側図である。
【図７２】図６８の両十字靭帯温存型膝関節プロテーゼの後方内側図である。
【図７３】図６９の十字靭帯温存型膝関節プロテーゼの後方内側図である。
【図７４】大腿骨構成要素に対して設けられたオプションの逃げ斜角面を示す、図６８の
両十字靭帯温存型膝関節プロテーゼの後方図である。
【図７５】大腿骨構成要素に対して設けられたオプションの逃げ斜角面を示す、図６９の
十字靭帯温存型膝関節プロテーゼの後方図である。
【図７６】いくつかの実施形態によるオプションの後方外側斜角面を部分断面において図
示する、内側大腿骨顆の上方図である。
【図７７】図６８の両十字靭帯温存型膝関節プロテーゼの外側矢状断面図である。
【図７８】図６９の十字靭帯温存型膝関節プロテーゼの外側矢状断面図である。
【図７９】図６８の両十字靭帯温存型膝関節プロテーゼの後方外側図である。
【図８０】図６９の十字靭帯温存型膝関節プロテーゼの後方外側図である。
【図８１】図６７ａ～図８０に示す大腿骨構成要素の上方図である。
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【図８２】図５４～図６３の内側インサートおよび外側インサートの斜視図である。
【図８３】図５４～図６３の内側インサートおよび外側インサートの斜視図である。
【図８４】図５４～図６３の内側インサートおよび外側インサートの斜視図である。
【図８５】いくつかの実施形態による内側インサートを使用し、内側単顆脛骨ベース部材
（図示せず）と組み合わせて使用されてもよく、代替的には外側２コンパートメント膝関
節インプラント（図示せず）として構成され得る、別の実施形態による２コンパートメン
ト膝関節インプラントを示す図である。
【図８６】いくつかの実施形態による内側インサートを使用し、内側単顆脛骨ベース部材
（図示せず）と組み合わせて使用され得る、別の実施形態による内側単顆膝関節インプラ
ントを示す図である。
【図８７】いくつかの実施形態による外側インサートを使用し、外側単顆脛骨ベース部材
（図示せず）と組み合わせて使用され得る、別の実施形態による外側単顆膝関節インプラ
ントを示す図である。
【図８８】脛骨ベース部材が、一体形成された関節運動表面を備える、一実施形態による
モノリシック両十字靭帯温存型プロテーゼを示す図である。
【図８９】脛骨ベース部材が、一体形成された関節運動表面を備える完全多孔性拡張部ま
たは部分的多孔性拡張部である、一実施形態によるモノリシック両十字靭帯温存型プロテ
ーゼを示す図である。
【図９０Ａ】内側から見た場合の外側インサートの矢状断面図である。
【図９０Ｂ】内側から見た場合の外側インサートの矢状断面図である。
【図９０Ｃ】内側から見た場合の外側インサートの矢状断面図である。
【図９０Ｄ】内側から見た場合の外側インサートの矢状断面図である。
【図９０Ｅ】内側から見た場合の外側インサートの矢状断面図である。
【図９１Ａ】後方側から見た場合の外側インサートの冠状断面図である。
【図９１Ｂ】後方側から見た場合の外側インサートの冠状断面図である。
【図９１Ｃ】後方側から見た場合の外側インサートの冠状断面図である。
【図９１Ｄ】後方側から見た場合の外側インサートの冠状断面図である。
【図９１Ｅ】後方側から見た場合の外側インサートの冠状断面図である。
【図９１Ｆ】後方側から見た場合の外側インサートの冠状断面図である。
【図９１Ｇ】後方側から見た場合の外側インサートの冠状断面図である。
【図９１Ｈ】後方側から見た場合の外側インサートの冠状断面図である。
【図９１Ｉ】後方側から見た場合の外側インサートの冠状断面図である。
【図９１Ｊ】後方側から見た場合の外側インサートの冠状断面図である。
【図９１Ｋ】後方側から見た場合の外側インサートの冠状断面図である。
【図９２Ａ】外側から見た場合の内側インサートの矢状断面図である。
【図９２Ｂ】外側から見た場合の内側インサートの矢状断面図である。
【図９２Ｃ】外側から見た場合の内側インサートの矢状断面図である。
【図９２Ｄ】外側から見た場合の内側インサートの矢状断面図である。
【図９２Ｅ】外側から見た場合の内側インサートの矢状断面図である。
【図９３Ａ】後方側から見た場合の内側インサートの冠状断面図である。
【図９３Ｂ】後方側から見た場合の内側インサートの冠状断面図である。
【図９３Ｃ】後方側から見た場合の内側インサートの冠状断面図である。
【図９３Ｄ】後方側から見た場合の内側インサートの冠状断面図である。
【図９３Ｅ】後方側から見た場合の内側インサートの冠状断面図である。
【図９３Ｆ】後方側から見た場合の内側インサートの冠状断面図である。
【図９３Ｇ】後方側から見た場合の内側インサートの冠状断面図である。
【図９３Ｈ】後方側から見た場合の内側インサートの冠状断面図である。
【図９３Ｉ】後方側から見た場合の内側インサートの冠状断面図である。
【図９３Ｊ】後方側から見た場合の内側インサートの冠状断面図である。
【図９３Ｋ】後方側から見た場合の内側インサートの冠状断面図である。



(12) JP 2019-662 A 2019.1.10

10

20

30

40

50

【図９３Ｌ】後方側から見た場合の内側インサートの冠状断面図である。
【図９３Ｍ】後方側から見た場合の内側インサートの冠状断面図である。
【図９４】一実施形態による大腿骨構成要素の内側矢状断面図である。
【図９５Ａ】図９４の線Ａ－Ａに沿った冠状断面図である。
【図９５Ｂ】図９４の線Ｂ－Ｂに沿った冠状断面図である。
【図９５Ｃ】図９４の線Ｃ－Ｃに沿った冠状断面図である。
【図９５Ｄ】図９４の線Ｄ－Ｄに沿った冠状断面図である。
【図９５Ｅ】図９４の線Ｅ－Ｅに沿った冠状断面図である。
【図９５Ｆ】図９４の線Ｆ－Ｆに沿った冠状断面図である。
【図９５Ｇ】図９４の線Ｇ－Ｇに沿った冠状断面図である。
【図９５Ｈ】図９４の線Ｈ－Ｈに沿った冠状断面図である。
【図９５Ｉ】図９４の線Ｉ－Ｉに沿った冠状断面図である。
【図９５Ｊ】図９４の線Ｊ－Ｊに沿った冠状断面図である。
【図９５Ｋ】図９４の線Ｋ－Ｋに沿った冠状断面図である。
【図９６】図３０～図３５および図４７の脛骨ベース部材を受けるように調製された切除
済みの脛骨の斜視図である。
【図９７】１つまたは複数のペグを備える第１０の実施形態による脛骨ベース部材の底面
等角図である。
【図９８】１つまたは複数のペグを備える第１０の実施形態による脛骨ベース部材の底面
等角図である。
【図９９】一実施形態による外側インサートの矢状断面図である。
【図１００】一実施形態による内側インサートの矢状断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
　以下の説明は、本質的に、いくつかの選択された実施形態の単なる例示に過ぎず、本発
明、その用途、またはその使用を限定することを意図しない。
【００６７】
１．　脛骨ベース部材
【００６８】
　図１～図４６および図９７～図９８は、脛骨ベース部材の様々な非限定的な実施形態を
示す。それらの特色のいくつかを以下において論じる。
【００６９】
　図１～図３は、脛骨ベース部材の第１の実施形態の下面を示す。一般的には、ベース部
材１０は、内側部分１２ａ、外側部分１２ｂ、および連結部分１２ｃを備える。この特定
の実施形態においては、ベース部材１０は、いくつかの側面において非対称的な形状を有
する。例えば、図３に示すように、内側部分１２ａは、外側部分１２ｂよりも大きく、内
側部分１２ａのいくつかの側面が、外側部分１２ｂに比べてより前方に延在する。他の実
施形態においては、ベース部材は、他の非対称性を反映してもよく、または対称であって
もよい。
【００７０】
　図１～図３のベース部材１０は、内側部分１２ａと外側部分１２ｂとの間に切欠部分８
を画成するリップ１５ａおよび１５ｂを備え、これにより、脛骨隆起またはそのいくつか
の部分を保全するための隙間が与えられ得る。図１～図３に示す実施形態においては、中
央切欠部分８は、脛骨内側－外側間の幅の約４分の１～３分の１であり、したがって、脛
骨隆起の大部分をこの切欠部分８に貫通して突出させ得るように構成されるが、いくつか
の実施形態においては、この隆起の少なくとも前方部分を切除することが望ましい場合が
ある。例えば、いくつかの実施形態においては、脛骨隆起の前方部分が、内側脛骨切除部
分および外側脛骨切除部分と同一平面で切除されることにより、連結部分１２ｃにスペー
スを与えてもよい。連結部分１２ｃの余地を与えるために切除される脛骨の量は、いくつ
かの実施形態においては、骨調製前の脛骨隆起の前後間寸法全体の１／５～１／８の範囲
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内であってもよい。この特定の実施形態においては、連結部分１２ｃは、ＡＣＬ装着点の
周囲の骨を保全および保護し、応力集中部を排除するように設計される。
【００７１】
　図示するように、中央切欠部分８は、脛骨ベース部材１０の内側－外側方向に概して中
央に位置決めされ、これにより、内側部分１２ａおよび外側部分１２ｂの内側幅／外側幅
を概して同一に保つことが容易になる（ならびにいくつかの実施形態においては、ベース
部材１０と組み合わせて使用されるインサートの内側幅／外側幅を概して同一に保つこと
が容易になる）。他の実施形態においては、内側寸法／外側寸法において内側部分１２ａ
および外側部分１２ｂを同一にすることは必要ではない。
【００７２】
　図１～図３に示すベース部材１０は、そこから遠位方向に延在するキールを備える。い
くつかの実施形態においては、キールは、患者の脛骨に対してこのベース部材を固定およ
び保持するのを容易にし得る。いくつかの実施形態においては、キールは、ベース部材に
強度、ねじれ剛性、および安定性を与えることができる。図示する特定の実施形態におい
ては、キール部分１４ａおよび１６ａは、ベース部材の内側部分１２ａから延在し、キー
ル部分１４ｂおよび１６ｂは、外側部分１２ｂから延在し、キール部分１４ｃは、連結部
分１２ｃから延在する。
【００７３】
　いくつかの実施形態においては、これらのキール部分は、ベース部材１０の下面に対し
て約９０度～約４５度の角度で延在してもよいが、さらに大きなまたは小さな角度もまた
可能である。いくつかの実施形態においては、キール部分は、同一の一般角で遠位方向に
延在してもよく、または互いに対して異なる角度で延在してもよい。いくつかの実施形態
においては、キール部分は、相互に対称的であってもよく、骨の解剖学的構造に適合する
ように、もしくは他の理由により、または非対称的に構成されてもよい。他のベース部材
の実施形態（以下において論ずる）は、図１～図３のベース部材１０よりも多数のまたは
少数のキール部分を有してもよく、および／または異なる構成のキール部分を有してもよ
い。
【００７４】
　図１～図３の特定の実施形態においては、および図３に最も良く示すように、前方フィ
ン１４ｃは、前方フィン１４ｃの内側部分が外側部分よりもより前方に位置決めされるよ
うに、内側－外側方向に角度を成す。また、前方フィン１４ｃは、本明細書において後に
説明する実施形態に関連して開示する理由により、前／上－後／下方向に傾斜する。また
、前方フィン１６ｃは、可撓性を最適化し、材料を低減させ、応力分布を改善し、および
／または追加的な回転安定性を与えるために、遠位方向ノッチ１３（図２を参照）を備え
る。
【００７５】
　図１～図３のベース部材は、ベース部材１０の内側部分１２ａおよび外側部分１２ｂか
ら遠位方向に延在するキール部分１６ａ、１６ｂを備え、これらのキール部分１６ａ、１
６ｂは、いくつかの実施形態においては、少なくとも前方向および／または後方向に成分
を有する力などの、ベース部材１０に対して加えられ得る力に対するベース部材１０の安
定性および／または剛性を向上させ得る。前後方向における安定性が強化されることは、
必ずしも全ての実施形態においてではないが、いくつかの実施形態においては望ましい場
合がある。なぜならば、いくつかの大腿骨構成要素（図６７Ａ－Ｄに示す大腿骨構成要素
４００など）が、いくつかの例および使用において、この要素と共に使用される脛骨構成
要素に対して前記のような力を与える場合があるからである。いくつかの実施形態におい
ては、１つまたは複数のキール部分１６ａ、１６ｂの挿入角度および位置決めは、最善の
固定および最善の脛骨フィット、ならびに骨内における前後歩行安定性および回転安定性
を得るために、空間的に最適化され得る。これらの図面に明示されるもの以外のキール部
分１６ａ、１６ｂのジオメトリもまた予期される。
【００７６】
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　いくつかの実施形態による脛骨ベース部材１０は、セメント技術または非セメント技術
と共に使用するように最適化された表面仕上げを有してもよい。いくつかの実施形態にお
いては、ベース部材は、平滑表面または研磨表面を有し、グリットブラスト表面仕上げ、
または他の粗面仕上げならびにリッジ、溝、ステップ、縦溝、棘、返し、およびそれらの
組合せなどのテクスチャを有してもよい。また、内側部分１２ａおよび外側部分１２ｂの
底部表面すなわち遠位表面が、ヒドロキシアパタイトを含むまたは含まない多孔性内部成
長表面などの骨内部成長構造体を備えてもよい。いくつかの実施形態においては、１つま
たは複数のポケットが、セメント技術用のセメントマントルを収容するために、ベース部
材の遠位下面すなわち下方下面の上に設けられてもよい。１つまたは複数のポケットが、
ワッフル、パターン、溝、リッジ、凹凸、アンダーカット、多孔性部分、突出部、または
、多孔性金属材料もしくは構造体の表面処理部分であってもよいバンプ１５ｃなどの、イ
ンプラントとセメントマントルとの間の接触表面積を拡大させるための手段を備えてもよ
い。
【００７７】
　図１～図３に示すキール部分１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１６ａ、および１６ｂは、外方
向表面１４ａ′、１４ｂ′、１４ｃ′、１６ａ′、１６ｂ′を、および内方向表面１４ａ
′′、１４ｂ′′、１４ｃ′′、１６ａ′′、１６ｂ′′をそれぞれ備える。いくつかの
実施形態においては、これらの表面には、多孔性内部成長表面、粗面処理部分、ヒドロキ
シアパタイト、または固定を向上させるための生物学的製剤が含まれてもよい。いくつか
の実施形態においては、内方向表面１４ａ′′、１４ｂ′′、１４ｃ′′、１６ａ′′、
１６ｂ′′および外方向表面１４ａ′、１４ｂ′、１４ｃ′、１６ａ′、１６ｂ′は、相
互に平行であってもよく、または相互に鋭角で延在してもよい。キール部分１４ａ、１４
ｂ、１４ｃ、１６ａ、１６ｂのそれぞれの表面１４ａ′′、１４ｂ′′、１４ｃ′′、１
６ａ′′、１６ｂ′′、１４ａ′、１４ｂ′、１４ｃ′、１６ａ′、１６ｂ′は、ほぼ平
坦状であるように示されるが、より複雑なＢ－スプライン表面または鋭角表面であっても
よい。
【００７８】
　図１～図３のベース部材１０は、前方キール部分１４ｃと内側キール部分１４ａと外側
キール部分１４ｂとの間に位置する中間移行部または補強部材１８を備える。これらの補
強部材１８は、いくつかの実施形態においては、インプラントを受けるために必要な骨除
去量を最小限に抑えるのに役立ち得る。例えば、内側においては、補強部材１８ａの計画
的中間移行により、キール部分の下縁部が皮質脛骨から離した状態に維持される。このよ
うにすることで、補強部材１８は、前方キール部分１４ｃと内側キール部分１４ａとの間
に、および前方キール部分１４ｃと外側キール部分１４ｂとの間に移行区域を形成する。
【００７９】
　図４～図７は、脛骨ベース部材の別の実施形態、すなわちベース部材２０を図示する。
図１～図３の実施形態と同様に、脛骨ベース部材２０は、内側フィン２４ａが延在する内
側部分２２ａ、外側フィン２４ｂが延在する外側部分２２ｂ、および前方フィン２４ｃが
延在する連結（または前方）部分２２ｃを備える。また、ベース部材２０は、傾斜内側フ
ィン２６ａおよび傾斜外側フィン２６ｂを備えてもよい。図１～図３の実施形態と同様に
、前方フィン２４ｃは、遠位ノッチ２３（図６を参照）を備えてもよい。ベース部材２０
の上方表面は、内側インサートおよび外側インサートをそれぞれ受けるように構成された
凹部の形態の内側ロック部分２２ａ′および外側ロック部分２２ｂ′を備えてもよい。ま
た、ベース部材２０は、セメントマントルのための、または多孔性内部成長表面であって
もよい、内側骨接触表面２２ａ′′および外側骨接触表面２２ｂ′′を備える。
【００８０】
　補強部材２８ａ、２８ｂは、骨調製を容易にするために、概して円筒状の形状を有する
。例えば、ドリルまたは小径リーマを使用して、キール部分２４ａと２４ｃと２４ｂとの
間の交差部を形成するより厚い領域を受けるように、骨を調製することができる。補強部
材２８ａ、２８ｂが円筒状および平滑鋭角形状を有することにより、いくつかの実施形態
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においては高応力区域となり得る内側部分２４ａと外側部分２４ｂとの間の切欠部の隅部
の強度が概して上昇する。
【００８１】
　図８～図１１は、上述のベース部材１０および２０と同様の特色を有する第３の実施形
態の脛骨ベース部材３０を図示する。ベース部材３０は、図８および図１１に示す内側隆
起リップ３９ａ、外側隆起リップ３９ｂ、および前方隆起リップ３９ｃを備え、これらの
隆起リップは、ベース部材３０の内側縁部に沿ってベース部材３０の全体強度を高めるた
めに、隆起切欠区域の周囲に設けられ得る。この強度の追加は、いくつかの実施形態にお
いては、ねじり力または他の力が後方に加えられた場合にベース部材３０に対してかけら
れるこのねじり力または他の力に耐えるために、特に重要となり得る。
【００８２】
　図１２～図１５は、いくつかの実施形態と共に上述したベース部材と同様の特色を有す
る第４の実施形態のベース部材４０を図示する。一例としては、図１４に示すように、ノ
ッチ４３が、より際立っている。また、補強部材４８ａ、４８ｂが後方に延在し、さらに
図１５に示すように遠位方向において内側キール部分４４ａなどのキール部分よりもさら
に延在するため、補強部材４８ａ、４８ｂの構成が異なる。
【００８３】
　図１６～図１９は、いくつかの実施形態と共に上述したベース部材と同様の特色をやは
り有する第５の実施形態のベース部材５０を図示する。一例としては、図１７に示すよう
に、補強部材５８ａおよび５８ｂが、より際立っている。さらに、図１７に示すように、
傾斜フィン５６ａおよび５６ｂが、内側部分５２ａ、外側部分５２ｂに関して、他の実施
形態とは異なるように位置決めされる。
【００８４】
　図２０～図２３は、いくつかの実施形態と共に上述したベース部材と同様の特色を有す
る第６の実施形態のベース部材６０を図示する。例えば、ベース部材６０は、内側フィン
６４ａ、前方フィン６４ｃ、および外側フィン６４ｂを備えるが、傾斜フィンを備えない
。図２２に示したように、前方フィン６４ｃは、溝または他の表面改修部を備える。また
、ベース部材６０は、（図２２～図２３に示すように）ベース部材の上方表面から近位方
向に延在する前方隆起リップ６９ｃを備える。
【００８５】
　図２４～図２９は、いくつかの実施形態と共に上述したベース部材と同様の特色を有す
る第７の実施形態のベース部材７０を図示する。ベース部材７０は、内側フィン７４ａ、
前方フィン７４ｃ、外側フィン７４ｂ、および傾斜フィン７６ａ、７６ｂを備える。傾斜
フィン７６ａ、７６ｂは、それぞれ内側フィン７４ａおよび外側フィン７４ｂからある角
度で延在する。前方フィン７４ｃは、他の実施形態よりもさらに前方に位置決めされて、
その内方表面７４ｃ′′上の前方皮質骨に係合し、前方皮質に隣接する外側皮質骨表面の
上に位置する。ベース部材７０は、図２６および図２９に示す内側隆起リップ７９ａ、外
側隆起リップ７９ｂ、および前方隆起リップ７９ｃを備え、これらの隆起リップは、ベー
ス部材７０の内側縁部に沿ってベース部材７０の全体強度を高めるために、隆起切欠区域
の内側および外側に沿って設けられ得る。
【００８６】
　図３０～図３５および図４７は、３つのキール部分、すなわち内側キール部分８４ａ、
前方キール部分８４ｃ、および外側キール部分８４ｂを有する第８の実施形態のベース部
材８０を図示する。図９６は、ベース部材８０を受けるように調製された切除済み脛骨２
２０を図示する。図９６に示すように、脛骨隆起２２２は、完全に残される。図３５に示
すように、前方キール部分８４ｃは、内側キール部分８４ａおよび外側キール部分８４ｂ
よりもさらに遠位方向に延在し、これにより、いくつかの実施形態においては、固定が強
化され得る。さらに、および先述の実施形態のいくつかと同様に、前方キール部分８４ｃ
は、脛骨切除平面および／または前方部分８２ｃの下面に対して上－前／下－後間方向に
角度を成し延在する（図３５を参照）。これにより、いくつかの実施形態においては脛骨
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の前方皮質と不利に衝突することなく、およびいくつかの実施形態においては連結部分８
２ｃを隆起上のＡＣＬ装着点と衝突するようにさらに後方に配置する必要を伴うことなく
、強度および固定のためにキール部分の深さを大きくすることが容易になる。いくつかの
実施形態においては、前方キール部分８４ｃの傾斜は、近位脛骨の前方皮質骨の貫通を防
止し、または挿入および嵌入の際の近位脛骨の分裂およびひび割れを防止するのに役立つ
。いくつかの実施形態においては、前方キール部分８４ｃのステップにより、前方フィン
８４ｃと前方脛骨皮質骨との間において保全される骨量が増加する。この特定の実施形態
においては、前方キール部分８２ｃの内部表面８４ｃ′′とベース部材８０の骨接触下面
８２ａ′′、８２ｂ′′との間の角度αは、約５０度～約９０度であり、より好ましくは
約６５度～約７５度であり、例えば約７０度である。また、いくつかの実施形態において
は、内側キール部分８４ａおよび外側キール部分８４ｂが、例えばそれらのキール部分の
上部表面などのいくつかの側面において、下－後角度で延在する。
【００８７】
　図３５に最も良く示すように、いくつかの実施形態においては、（リップ８９ｃに隣接
する）前方連結部分８４ｃの後方面および前方キール部分８４ｃの後方面８４ｃ′′は、
近位脛骨切除平面にて交差しなくてもよく、これにより、いくつかの実施形態においては
、前方キール部分の調製の際の脛骨隆起の前方部分の脆弱化または骨折の誘発が回避され
る。換言すれば、これらの２つの表面の交点は、所定の距離（図３５に示すｒ）だけ偏倚
され、それにより、保全される隆起が前方キール部分８２ｃのための骨の調製によって損
なわれることがなくなる。
【００８８】
　また図３４および図３５に示すように、前方連結部分８２ｃのリップ８９ｃとベース部
材８０の骨接触下面８２ａ′′、８２ｂ′′との間の角度θは、この特定の実施形態にお
いては、約６０度～約９０度であり、より好ましくは約８２度～約８８度であり、例えば
約８５度である。この角度θは、調製された前方隆起の前方ベース部分にて保全される骨
量を増加させるためのアンダーカットを効果的に形成し、それにより骨応力を低下させる
。換言すれば、隆起の前方切断部は、いくつかの実施形態においては、隆起のベース区域
がその近位区域よりも大きくなるようなテーパ状になされ、これにより、隆起２２２の引
き離し強度が改善される。また、角度θにより形成されるアンダーカットにより、骨セメ
ント、パテ、または他の生物学的材料が、隆起２２２の前方ベース領域まで容易に流れる
ことが可能となり、これにより、前方隆起骨切断部が近位脛骨切除面と交わる前方隆起の
ベースの隅部に位置し得る応力集中部を、強化し充填することができる。また、骨と脛骨
ベース部材８０との間のアンダーカット角度θの中および周囲に配置または詰められる材
料は、植え込まれると、骨の部分を押し下げ、脛骨ベース部材８０の微細動作を防止し、
陥没を回避させ得る。前述のように、上述の角度および他のジオメトリ特色は、患者の個
々の解剖学的構造に最適に適合するように変更されてもよい。
【００８９】
　図３０に最も良く示すように、後方フィン８４ｃとこの特定の実施形態の内側部分８２
ａの内面との間の角度γは、約７５度～約９０度であり、より好ましくは約８２度～約８
８度であり、例えば約８５．５度である。図３２に最も良く示すように、前方連結部分８
２ｃと外側部分８２ｂの内面との間の角度βは、この特定の実施形態においては、約９０
度～約１２０度であり、より好ましくは約９２度～約９８度であり、例えば約９５度であ
る。換言すれば、内側部分８２ａと外側部分８２ｂとの間の切欠部分の前縁部は、連結部
分８２ｃの内側が連結部分８２ｃの外側よりもさらに前方に位置するように、角度を成す
。この特定の実施形態においては、ベース部材８０の切欠部分の前方側の追加的な前方ス
ペースにより、ＡＣＬ装着領域の内側にさらに前方に概して位置する、ＡＣＬのためのよ
り良好な隙間が形成される。また、連結部分８２ｃの外側をより後方に位置決めすること
により、ＡＣＬの後方外側束の装着部との衝突が回避され、非対称設計の強度を向上させ
るために外側により多くの材料が配置される。特注のまたは特定患者用の脛骨ベース部材
については、上述の角度および他のジオメトリ特色は、患者の個別の解剖学的構造に最適
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に適合するように変更されてもよい。かかる変更は、骨の温存と強度との適切なバランス
を満たすように行うことができる。
【００９０】
　図３０～図３５および図４７に示す実施形態においては、キール部分８４ａ、８４ｂ、
８４ｃは、他のキール部分との交点に近づくにつれて幅広となりすなわち厚くなる。図３
０～図３５の実施形態においてなど、いくつかの実施形態においては、ベース部材８０の
前方部分８２ｃの側部上の補強部材８８ａ、８８ｂのこれらの中間移行部および移行部は
、ベース部材８０の上部表面部分および内部表面部分が内側８２ａおよび外側８２ｂから
前方部分８２ｃへと移行するにつれ、応力集中部を減らす。この場合に、材料厚さは、最
小限の脛骨挿入厚さを保全し、前方側からロック部分８２ａ′、８２ｂ′内へのインサー
トの滑入および係合が可能となるように、制限される。
【００９１】
　図３５に最も良く示すように、内側キール部分８４ａおよび外側キール部分８４ｂの上
下間高さは、後方へと概して低減してもよく、それにより、いくつかの実施形態において
は、応力分布の最適化および応力遮蔽を防止するのに十分な可撓性が得られる。さらに、
キール部分８４ａ、８４ｂ、８４ｃは、脛骨ベース部材８０の内側部分８２ａおよび外側
部分８２ｂに対して支持を与えるために、前後方向に概して角度をつけられる。少なくと
もいくつかの実施形態においては、キール部分８４ａ、８４ｂ、８４ｃの角度および前後
方向および内外方向の両方におけるキール部分８４ａ、８４ｂ、８４ｃの位置決めにより
、（ａ）ベース部材８０に後方荷重がかけられる際のベース部材８０の各側部部分８２ａ
、８２ｂの中央部分の支持と、（ｂ）ベース部材８０の内側または外側のいずれかに過度
の縁部荷重がかけられる際のベース部材８０の内側部分８２ａおよび外側部分８２ｂの縁
部部分の支持との間において、少なくとも幾分かのバランスが得られる。さらに、キール
部分８４ａ、８４ｂ、８４ｃの角度および位置決めは、比較的幅広の前方キール部分８４
ｃを要することなく、かかる荷重を支持するように設計することが可能である。この前方
キール部分８４ｃは、他の場合であれば過度に幅広に作製されて、脛骨２２０の前方皮質
と衝突するかまたは貫通して突出する恐れがある。図面は、有角側部キール部分８４ａ、
８４ｂの下方縁部が直線状縁部であることを示すが、遠位縁部の形状は、他の実施形態に
おいては、内側キール部分８４ａおよび外側キール部分８４ｂの深さの変化が後方への距
離に対して非線形関数となるように、湾曲状または段状であってもよい。側部キール部分
８４ａ、８４ｂの湾曲状または段状の下方縁部（図７の実施形態に示すものなど）により
、脛骨ベース部材８０内における応力分布をさらに最適化することが可能となり得る。
【００９２】
　図３０～図３５および図４７に図示するものなどのいくつかの実施形態においては、内
側キール部分８４ａおよび外側キール部分８４ｂが、キール部分８４ａ、８４ｂに外周セ
メントレール８７ａ、８７ｂを連結する１つまたは複数の補強ウェブ８５ａ、８５ｂを有
してもよい（図３４～図３５）。補強ウェブ８５ａ、８５ｂは、例えば内側部分８２ａお
よび外側部分８４ａの近位側に位置し、内側脛骨インサート１１０および外側脛骨インサ
ート１２０を受けるように構成された（以下において論じる）、切欠凹部またはポケット
などであり得るロック部分８２ａ′、８２ｂ′（図３２～図３３）の隅部など、任意の高
応力点を通るように計画的に配置されてもよい。また、図示しないが、ウェブ８５ａ、８
５ｂは、脛骨インサート１１０、１２０の下方側もまたウェブ８５ａ、８５ｂ用の隙間を
与えるための相補的凹部を備える限りにおいては、ロック部分８２ａ′、８２ｂ′の上部
ポケット部分内に設けられもよい。
【００９３】
　図３４に示すように、丸角、アール、または隅肉８１ａ、８１ｂが、脛骨ベース部材８
０の隆起リップ部分８９ａ、８９ｂ、８９ｃ間に設けられてもよく、それにより、脛骨隆
起を受けるように構成された切欠部分の内部表面が形成される。前記丸角、アール、また
は隅肉８１ａ、８１ｂは、いくつかの実施形態においては、それらの区域の応力集中部を
減らし、それにより先行技術の両十字靭帯温存型設計に典型的な鋭角の角に関係する故障
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を解消することができる。いくつかの実施形態においては、角の丸め量によって、インプ
ラントと脛骨２２０上の前十字靭帯装着点との間の衝突の誘発を回避させることができる
。
【００９４】
　さらに、内側縁部に沿ったベース部材８０の全体強度を高めるために、他の実施形態と
同様に、隆起切欠区域の内側および外側に沿った壁または隆起リップ部分８９ａ、８９ｂ
、８９ｃ（例えば図３３を参照）を高くしてもよい。この強度の追加により、少なくとも
いくつかの実施形態においては、ベース部材８０に対する応力および他の力が後方に加え
られた場合のそれらに対する抵抗が助長され得る。さらに、隆起リップ部分８９ａ、８９
ｂ、８９ｃは、下面８２ａ′′、８２ｂ′′と組み合わされた場合には、セメントマント
ルの境界をより大きく形成するのを助長し、セメントマントルが調整済みの脛骨隆起のベ
ースに沿って成長するのを可能にすることができる。脛骨隆起のベースの隅部および側部
に沿った、および隆起とベース部材８０との間のこの追加のセメントにより、隆起骨折に
対する抵抗性が概して改善され得る。高い壁または隆起リップ部分８９ａ、８９ｂ、８９
ｃは、セメントマントルおよび調製済みの脛骨隆起の垂直方向壁部の両方から脛骨インサ
ートを隔離する役割をさらに果たし、また内外方向において脛骨インサートを安定化させ
るためのバトレスとしての役割を果たし得る。
【００９５】
　前方連結部分８２ｃは、矢状断面（例えば図３５を参照）および上から見た場合（例え
ば図３３を参照）の両方において、略台形の矢状断面形状を画定してもよい。この実施形
態においては、前方部分８２ｃは、後方に向かうにつれて幅広となる（内外次元）。かか
るジオメトリは、いくつかの実施形態においては、前方部分８２ｃにおける応力集中を制
限するのを補助し、応力が応力集中部のより少ない領域へとより前方に流動するのを助長
することによってより均一な応力分布を促進させる。
【００９６】
　この特定の実施形態においては、脛骨ベース部材８０の前方連結部分８２ｃは、後方に
向かってより厚くなるように（上下次元）傾斜をつけられる。これにより、いくつかの実
施形態においては、ベース部材８０が後方に荷重を受けた場合の応力分布を均一にするた
めにベース部材８０の前方部分における可撓性は依然としてより高い状態にしつつ、隆起
切欠部の縁部付近におけるベース部材８０の強度を上昇させることができる。例えば、内
側部分８２ａまたは外側部分８２ｂの一方が、他方よりも後方に荷重を受けると（例えば
深屈曲において）、ねじり力が、前方部分８２ｃにおいて上昇する場合がある。かかる状
況においては、前方部分８２ｃのより薄い前方部より生じる可撓性により、ねじり応力が
より均一に分散され、前方部分８２ｃおよび高い前方隆起リップ８９ｃのより厚い後方部
分により、追加の強度および剛性が与えられる。
【００９７】
　図４１は、脛骨インサート１１０および１２０が上に取り付けられた脛骨ベース部材８
０を図示する。図４１に示すように、前方部分８２ｃのより厚いリップ部分８９ｃからよ
りくぼんだ内側隆起リップ８９ａおよび外側隆起リップ８９ｂにかけての移行部により、
ベース部材８０の隆起切欠部部分の隅部の高応力区域に追加的な材料が与えられる。した
がって、内側リップ８９ａおよび外側リップ８９ｂは、脛骨ベース部材８０の強度に悪影
響を与えることなく、前方部分８２ｃおよび前方隆起リップ８９ｃよりも短くすることが
可能となる。さらに、内側リップ８９ａおよび外側リップ８９ｂの高さを縮小することに
より、特に薄いポリマーインサート１１０、１２０が使用される例においては、リップ８
９ａ、８９ｂの上部と大腿骨構成要素４００との間の接触を防止することが可能となる。
【００９８】
　図３２～図３３に戻ると、脛骨ベース部材８０の上方側すなわち近位側は、内側プラト
ーロック部分８２ａ′および外側プラトーロック部分８２ｂ′を備えてもよく、これらの
ロック部分はそれぞれ、ポリマー脛骨インサートを固定する役割を果たすロック細部を有
する。かかるロック細部には、例えば、１つまたは複数のアンダーカット、蟻継ぎ、雄雌
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連結部、溝、リッジ、圧入連結部、返し、ラッチ、ペグ、磁石、および当技術において認
知されている他の連結手段などが含まれ得る。ロック細部は、以下において論じるような
モバイルベアリング用途向けのインサートの適度な回転動作または並進動作を可能にする
ものであってもよい。図３８～図４６は、は、内側関節運動インサート１１０および外側
関節運動インサート１２０を組み付けられた脛骨ベース部材８０を図示する。いくつかの
実施形態においては、脛骨ベース部材８０および／または脛骨インサート１１０、１２０
の外周部が、切除済みの近位脛骨の外周部と近接して位置合わせされる。
【００９９】
　図示しないが、脛骨ベース部材８０の上方表面は、モバイルベアリングと共に使用する
ように構成されてもよい。換言すれば、いくつかの実施形態においては、内側ロック部分
および外側ロック部分は、インサートのある有限回転動作を可能にしつつ、ベース部材に
内側インサートおよび外側インサートを固定するための手段を備えてもよい。かかる手段
は、例えば、５自由度においてインサートをロックしつつ依然としてベース部材に対する
インサートの制御下回転を可能にする、ペグインホール構成または円形アンダーカットな
どの、雄雌連結部を備えてもよい。前後方向および内外方向のいずれか１つまたは複数の
方向におけるインサートの可制御並進動作を可能にする、トラックアンドフォロワなどの
他の手段が設けられてもよい。
【０１００】
　図３６～図３７は、第９の実施形態の脛骨ベースプレート、すなわち脛骨ベースプレー
ト９０を図示する。本明細書に記載される先述の実施形態のいくつかと同様に、脛骨ベー
ス部材９０は、後退角を成すキール部分を備える。この特定の実施形態においては、キー
ル部分９４ａ、９４ｂ、９４ｃは、インプラント挿入の際の骨圧迫を増加させ、ステップ
の角に高応力ゾーンを形成するために、段状になされる。また、段状キール部分９４ａ、
９４ｂ、９４ｃを有するベース部材９０は、セメント用途および非セメント用途の両方に
ついてより良好な固定を促進させ得る。いくつかの実施形態においては、脛骨ベース部材
を受けるように脛骨を調製するために使用される工具には、締り嵌め係合および圧入係合
を多少なりとも生じさせるように段状になされたまたはなされないパンチが含まれ得る。
【０１０１】
　図９７～図９８は、第１０の実施形態の脛骨ベースプレート、すなわち脛骨ベースプレ
ート１７００を図示する。本明細書に記載される先述の実施形態のいくつかと同様に、脛
骨ベース部材１７００は、後退角を成すキール部分を備える。また、この特定の実施形態
は、ペグ１７１０、または調製済みの脛骨２２０との固定を向上させるための他の適切な
構造体を備える。
【０１０２】
　図４９～図５２は、内側隆起リップ８９ａ′～８９ａ′′′′および外側隆起リップ８
９ｂ′～８９ｂ′′′′のそれぞれを有するベース部材などの脛骨ベース部材８０ａ～８
０ｄと、調製済みの脛骨２２０の脛骨隆起２２２との間の対合ジオメトリを示す、正面冠
状断面図である。これらの図に示すように、前十字靭帯（ＡＣＬ）３１０および後十字靭
帯（ＰＣＬ）３２０の一方または両方が保全される。図５３は、調製済みの脛骨２２０お
よび脛骨隆起２２２に対する、インサート１１０、１２０と組み付けられた脛骨ベース部
材８０の正面冠状断面図である。
【０１０３】
　いくつかの実施形態においては、相対前方キール部分長さおよび角度は、収集されたデ
ータに基づき最適化され得る。固定前方キール部分長さを所与とした場合に、垂直からの
前方キール部分の角度を増大させることにより、前方キール部分によって前方脛骨隆起に
アンダーカットが施される量が概して増大すること、および過度に大きな角度によってベ
ース部材の強度が低下し得ることが、判明している。過度に多量の前方キール部分により
、隆起にアンダーカットが施される場合には、隆起は、やはり損なわれ得る。脛骨ベース
部材の実施形態のいくつかは、ベース部材全体にわたってより効率的に応力が分散される
ように形状を最適化することと、破損することが知られていた従来の脛骨ベース部材設計
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を解析することにより目標強度を精査することと、反復的にコンピュータシミュレーショ
ンを実行することとを組み合わせることによって実現された。死体解剖研究中に受領した
入力を使用して、解剖学的観点から許容可能な骨除去の量および区域を特定し、また、か
かる情報を利用して、様々な実施形態において強度を高め初期固定を向上させるために最
適なキール部分の個数、ジオメトリ、および配向を判定した。本発明は、材料強度および
材料特性とは無関係に設計の堅牢性を高めるために、高い耐疲労性および低い耐疲労性を
有する様々な材料による同一の脛骨ベース部材設計の製造を考慮に入れた。
【０１０４】
　いくつかの実施形態においては約７０度である前方キール部分の角度と組み合わされて
選択されるキール全体のこの特定の形状により、「自動固定」特色が得られる。換言すれ
ば、前方キール部分により、海綿骨のアンダーカットが施される（近位脛骨プラトーに対
して）ため、引き抜き力に対抗する押し下げ力が生じる。
【０１０５】
　また、脛骨プロテーゼを植え込む方法が開示される。この方法は、切除深さを決定する
ステップと、プロテーゼにとって好ましい空間配向を決定するステップと、脛骨隆起およ
びそれに装着されるＡＣＬ／ＰＣＬを損なうことなく内側脛骨プラトー骨部分および外側
脛骨プラトー骨部分を切除するステップと、脛骨プロテーゼの下面に設けられた１つまた
は複数の固定特色部に対応するために必要な受け部分をブローチ加工するステップと、セ
メント技術または非セメント技術を利用して脛骨プロテーゼを設置するステップとを含む
。
【０１０６】
２．　脛骨インサート
【０１０７】
　上述のおよび他の実施形態は、ベース部材８０と組み付けられた状態で図３８～図４４
に図示される内側インサート１１０および外側インサート１２０などの、改良された脛骨
インサートを提供する。いくつかの実施形態においては、内側インサート１１０は、大腿
骨構成要素の上に存在する内反継ぎ目に対合するように外側インサート１２０よりも薄い
。いくつかの実施形態においては、例えば、外側インサート１２０は、大腿骨構成要素の
３°の内反継ぎ目に合致する３°の内反継ぎ目を形成するために、内側インサート１１０
よりも約２．５ｍｍ厚くてもよい。いくつかの実施形態の脛骨関節ジオメトリは、内側イ
ンサート１１０の上の凹型内側部分と、外側インサート１２０の上の凸型外側部分とを概
して備える。環状方向整合部が、インサート１１０、１２０の一方または両方の内方部分
の上に存在してもよい。この環状方向整合部は、例えば、以下においてさらに説明するよ
うに前後方向に沿って高さが変動し得る近心リップを備えてもよい。
【０１０８】
　図５４～図５８は、外側インサート１２０の一実施形態の種々の図を示し、図５９～図
６３は、内側インサート１１０の一実施形態の種々の図を示す。
【０１０９】
　図５４～図５８の外側インサート１２０は、上方関節表面を画定し、様々な平面内に複
数の異なる輪郭を画定する。図５７および図５８は、ある冠状平面（図５７）および矢状
平面（図５８）における外側インサート１２０の断面図である。図５７は、外側インサー
ト１２０の比較的前方の冠状断面により画定される輪郭１２６ａを図示する。図５８は、
外側インサート１２０の比較的中央の矢状断面により画定される輪郭１２４ｂを図示する
。図９０ａ～図９０ｅは、インサートの比較的近心の部分（例えば図９０ａ）から比較的
外方の部分（例えば図９０ｅ）にかけてのインサートの輪郭を示す、左外側インサートの
一実施形態の一連の矢状断面である。図９１ａ～図９１ｋは、図９０ａ～図９０ｅに図示
するものと同一の実施形態の一連の冠状断面であり、図９１ａ～図９１ｋの冠状断面は、
インサートの比較的前方の部分（例えば図９１ａ）から比較的後方の部分（例えば図９１
ｋ）へと前進する。
【０１１０】
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　図５４～図５８および図９０～図９１の実施形態に示すように、および以下においてさ
らに詳細に説明するように、外側インサート１２０は、近心リップ１２８および周囲斜角
面１２９を画定する。いくつかの実施形態においては、外側インサート１２０の前方部分
および前方輪郭の少なくともいくつかの部分が、インサート１２０の他の部分よりも、大
腿骨顆表面に対して比較的整合する。また、図５６に示すように、外側インサート１２０
は、外周ステップ１２７ａ、１２７ｂを備えてもよい。図５６および図５８は、脛骨ベー
ス部材に対して外側インサート１２０を固定するために使用されるロック機構１２２を図
示する。
【０１１１】
　図５４～図５８および図９０～図９１の実施形態に示すように、近心リップ１２８は、
インサート１２０の他の部分および他の輪郭に比べて高くなされる。インサート１２０の
中央部分を通る断面などのインサート１２０の矢状断面を図示する図５８に示すように、
この高い近心リップ１２８は、インサート１２０の前方部分から後方部分まで延在する。
いくつかの実施形態においては、近心リップ１２８は、外側大腿骨の並進移動に対する抵
抗をもたらし、大腿骨構成要素４００と脛骨隆起２２２との間の衝突を防止する。近心リ
ップの高さは、所望の抵抗レベルを実現するように選択することが可能であり、より高い
ほどより大きな抵抗が得られる。これらの実施形態において示すように、インサート１２
０の他の部分に対する近心リップの高さは、前後方向に延在するにつれて、徐々に低くな
る。図５４～図５８および図９０～図９１の実施形態においては、外側インサート１２０
の（斜角面１２９の付近の）外方側部部分は、実質的に平坦であり、大腿骨顆関節表面に
対して殆どまたは全く冠状方向整合部を有さない。いくつかの実施形態においては、近心
リップ１２８の最大高さは、実質的に平坦な外方側部部分に対して約０．０２５インチ（
０．６３５ｍｍ）～約０．１２５インチ（３．１８ｍｍ）の範囲である。いくつかの実施
形態においては、近心リップ１２８の最大高さは、外側インサート１２０については約０
．０３５インチ（０．８８９ｍｍ）～約０．０６５インチ（１．６５ｍｍ）である。
【０１１２】
　図５９～図６３は、内側インサート１１０の一実施形態を図示する。この内側インサー
ト１１０は、上方関節表面を画定し、様々な平面内に複数の異なる輪郭を画定する。例え
ば、図６２は、インサート１１０の比較的中央の部分における内側インサート１１０の冠
状断面図であり、冠状断面輪郭１１６ａを示す。図６３は、インサートの比較的中央の部
分における内側インサート１１０の矢状断面を示し、輪郭１１４ｂを示す。図９２ａ～図
９２ｅは、左内側インサートの一実施形態の一連の矢状断面図であり、インサートの比較
的近心の部分（例えば図９２ａ）から比較的外方の部分（例えば図９２ｅ）にかけてのイ
ンサートの輪郭を図示する。図９３ａ～図９３ｍは、図９２ａ～図９２ｅに示すものと同
一の実施形態の一連の冠状断面であり、図９３ａ～図９３ｍの冠状断面は、インサートの
比較的前方の部分（例えば図９３ａ）から比較的後方の部分（例えば図９３ｍ）へと前進
する。
【０１１３】
　また、外側インサートと同様に、内側インサート１１０は、近心リップ１１８および周
囲斜角面１１９を備える（例えば図６０）。いくつかの実施形態においては、インサート
１１０の前方近心部分は、インサートの他の部分よりも、対応する大腿骨構成要素に対し
てより整合する。また、図６０に示すように、内側インサート１１０は、外周ステップ１
１７ａ、１１７ｂを備える。図６１および図６３は、脛骨ベース部材に対して内側インサ
ート１１０を固定するために使用されるロック機構１１２を図示する。
【０１１４】
　図６２～図６３および図９２～図９３に示すように、近心リップ１１８は、インサート
１２０の他の部分および輪郭に比べて高くなされる。インサート１１０の中央部分を通る
断面などのインサート１１０の矢状断面を図示する図６３に示すように、この高い近心リ
ップ１１８は、インサート１１０の前方部分から後方部分まで延在する。いくつかの実施
形態においては、近心リップ１１８は、外側大腿骨の並進移動に対する抵抗をもたらし、
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大腿骨構成要素４００と脛骨隆起２２２との間の衝突を防止する。近心リップの高さは、
所望の抵抗レベルを実現するように選択することが可能であり、より高いほどより大きな
抵抗が得られる。これらの実施形態において示すように、インサート１１０の他の部分に
対する近心リップの高さは、前後方向に延在するにつれて、徐々に低くなる。図６２～図
６３および図９２～図９３の実施形態においては、内側インサート１１０の（斜角面１１
９の付近の）外方側部部分は、実質的に平坦であり、大腿骨顆関節表面に対して殆どまた
は全く冠状方向整合部を有さない。いくつかの実施形態においては、近心リップ１１８の
最大高さは、実質的に平坦な外方側部部分に対して約０．０２５インチ（０．６３５ｍｍ
）～約０．１２５インチ（３．１８ｍｍ）の範囲である。いくつかの実施形態においては
、近心リップ１１８の最大高さは、内方インサート１１８については約０．０３５インチ
（０．８８９ｍｍ）～約０．０６５インチ（１．６５ｍｍ）である。
【０１１５】
　図６４～図６７は、ある関節置換処置において大腿骨構成要素４００および膝蓋骨構成
要素６００などの他の構成要素と共に使用される場合の、図５４～図６３の内側インサー
ト１１０および外側インサート１２０の運動学をグラフによりおよび図により示す。本発
明者は、ＬｉｆｅＭＯＤ（商標）コンピュータシミュレーションを使用することにより、
内側脛骨インサート１１０の上に近心リップ１１８を設けることによって、大腿四頭筋角
度すなわち「Ｑ角度」に起因する膝蓋骨により大腿骨構成要素４００に対して加えられる
外側力に応答した大腿骨構成要素４００の外側への並進移動が防がれることを確認した。
近心リップ１１８を伴わないいくつかの実施形態においては、大腿骨構成要素４００は、
膝蓋骨の剪断により、屈曲状態において外側に並進移動する場合があり、これにより、内
側顆４０８が後十字靭帯３２０の装着点および周囲の骨２２０、２２２に過度に近接する
まで移動する環境がもたらされる。いくつかの実施形態においては、プロテーゼの性能全
体を先行技術の設計よりも上回るように高めることに加えて、高い近心リップ１１８は、
脚が進展状態にある場合に、追加的な脛骨－大腿骨間接触をさらに生じさせる。いくつか
の実施形態においては、内側インサート１１０が近心リップ１１８を備え、外側インサー
ト１２０が近心リップ１２８を備えないことが予期されるが、近心リップ１１８、１２８
は、安定性を高めるために両インサート１１０、１２０に付加されてもよい。
【０１１６】
　図６４～図６６は、図３８～図４６の実施形態において示されるインプラント１００と
組み合わせて使用された場合の、大腿骨インプラント４００の内側への大腿骨の戻り旋回
、外側への大腿骨の戻り旋回、および大腿骨の外旋のそれぞれをグラフにより示す。いく
つかの実施形態においては、これは、脛骨インサートの正中線および外方周囲縁部にかけ
ての大腿骨構成要素に隣接する領域において過度に整合する冠状プロファイルを使用する
、少なくともいくつかの先行の両十字靭帯温存型設計とは対照的なものとなり得る。いく
つかの先行技術の設計において見られるこの過度の整合は、大腿骨構成要素の内部－外旋
を不利に制約し、内側－外側並進移動を減少させるかまたは解消する。また、少なくとも
いくつかの公知の設計は、インサートの前方部分および後方部分において高い整合量を示
しており、これは、膝の伸展および屈曲の際に大腿骨の回転を不利に制限する。この特定
の実施形態においては、図６８に示す設計は、脛骨の正中線に対する冠状整合を概して与
えるに過ぎず、前記冠状整合は、インサートの後縁部の方向へと徐々に低減する。整合の
この低減により、この特定の設計は、大腿骨構成要素４００の内旋および外旋をより自由
に可能にし、大腿骨構成要素４００が脛骨プロテーゼ１００に対して外旋される屈曲時の
正常な膝の運動学をより近似的に再現する。しかし、他の実施形態は、他の先行技術の設
計のインサートと同様の比較的高い整合性のインサートを備えてもよい。
【０１１７】
　いくつかの例においては、複数の異なる後方傾斜角度オプションが、脛骨インサート１
１０および／または１２０に対して与えられてもよい。一実施形態においては、１１０お
よび／または１２０などのインサートは、それぞれ異なる量だけ後方へと薄くなされるこ
とにより、インサート１１０、１２０の下部表面に対する撓曲－伸展角度だけ関節表面を
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効果的に回転させ、より後方の傾斜を与える。このようなオプションにより、いくつかの
実施形態においては、外科医は、膝が屈曲状態にある場合の関節弛緩性を選択的に調節す
ることが可能となる。例えば、複数対の内側インサート１１０および外側インサート１２
０が、設けられてもよく、各対は、約１～４度の間の特定の角度だけ、例えば２度だけ、
他の対と後方傾斜において異なる。他のオプションは、対の内側インサート１１０および
外側インサート１２０を備えてもよく、内側インサート１１０の後方傾斜は、外側インサ
ート１２０の後方傾斜とは異なる。このようなオプションにより、脛骨２２０の再切断を
必ずしも必要とはせずに、屈曲スペースを調節することが概して可能となる。また、内側
インサート１１０および外側インサート１２０のそれぞれについての複数の厚さオプショ
ンは、上述のオプションが適切な靭帯バランスをもたらすように、与えられる。インサー
トの厚さ、内外傾斜、および前後傾斜の様々な組合せおよび設定を利用して、個々の患者
の特定の解剖学的ニーズに適合させてもよい。また、複数の厚さ、内外傾斜、および前後
傾斜のこれらのオプションは、単一のインサートを使用しつつこれらの設定を実現するよ
うに、脛骨ベースプレートにおいて設定されてもよい。
【０１１８】
　いくつかの実施形態においては、内側インサート１１０および外側インサート１２０の
関節ジオメトリは、図６９、図７１、図７３、図７５、図７８、および図８０に示すよう
に凹型の内側関節表面および外側関節表面を備える単一の十字靭帯含有インサート５００
によって与えられてもよい。図８０に示すように、インサート５００の外側部分５１０は
、内側部分よりも厚くてもよく（いくつかの実施形態においては、約２．５ｍｍ厚い）、
これにより、図示する大腿骨構成要素４００に機能性が与えられる。この特定の実施形態
においては、このより厚い外側部分５１０は、大腿骨構成要素４００上に存在する内反継
ぎ目に合致する役割を果たす。
【０１１９】
　他の実施形態においては、異なる後方傾斜角度または厚さをそれぞれ有する内側インサ
ート１１０および外側インサート１２０が、設けられてもよく、異なる内側側副靭帯およ
び外側側副靭帯のバランスニーズに対応するために様々な組合せにおいて使用されてもよ
い。いくつかの例においては、複数のサイズを有するインサート１１０、１２０のセット
が、外科インプラントキット内に用意されてもよく、ある特定のインサート１１０、１２
０の下部平面とそれに対応する関節運動表面との間の一般角が、インサート同士の間で変
動する。この角度は、前後方向および内外方向のいずれかまたは両方において、個別にま
たは共に増減してもよい。複数の後方傾斜オプションを与えることにより、脛骨２２０の
再切断の必要性が低下し、有利となる。
【０１２０】
　図５６および図６８は、屈曲の際のおよび外側大腿骨の後退による大腿骨構成要素４０
０の外旋を容易にする一方で、内側大腿骨顆４０８が、いくつかの実施形態により提供さ
れるような内側インサート１１０の矢状断面凹型ジオメトリによって制約を受ける、凸型
外側インサート１２０の一例を図示する。
【０１２１】
　別個の脛骨インサート１１０、１２０を使用することに対する別の代替例として、図８
８に示す脛骨ベース部材１５００が、一体形成モノリシック関節運動表面を備えてもよい
。図８９に示すものなどの他の実施形態は、金属フォームなどの多孔性構造体材料１６０
２から形成された脛骨プロテーゼ１６００を備えてもよく、関節運動表面１６０４は、図
８９に示すように、多孔性構造体１６０２の近位領域にモジュール式にまたは一体的に設
けられる。例えば、関節運動表面１６０４は、多孔性構造体の近位側に配設された固体金
属、セラミック、ポリマー、コーティング、または従順材料として形成されてもよい。こ
れは、選択的レーザ焼結（ＳＬＳ）、電子ビーム溶接（ＥＢＭ）、３Ｄ印刷、または光造
形などの従来の高速製造技術を利用して実現されてもよい。あるいは、多孔性構造体１６
０２は、それぞれ異なる材料の多孔性構造体１６０２および関節運動表面１６０４を有す
るモノリシックベース部材１６００を形成するために、ポリマーを用いてオーバーモール
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ドされてもよい。
【０１２２】
３．　大腿骨構成要素
【０１２３】
　また、改良された大腿骨構成要素が用意される。例えば、図６７～図７５に示す大腿骨
構成要素４００は、内側顆４０８、および後方外側斜角面４０４を備える外側後方顆４０
６を備える（例えば図６８～図６９、図７２～図７４を参照）。図７４～図７５に示すよ
うに、いくつかの実施形態においては、後方外側斜角面４０４は、約１～約５ｍｍの、よ
り好ましくは約２～約４ｍｍの、例えば約２．８ｍｍの深さまたは距離ｄと、約０～約２
５度の、より好ましくは約５～約１５度の、例えば約１０度の角度Φとを有し、それによ
り、深い膝の屈曲における膝窩腱などの後方外側組織との間の隙間を形成する。斜角面４
０４は、遠位大腿骨切断部と対合するように構成された近位骨係合表面から距離Ｄにて始
まってもよく、前記距離Ｄは、例えば約３～約２０ｍｍ、より好ましくは約８～約１５ｍ
ｍ、例えば約１１ｍｍである。距離ｄおよびＤは、大腿骨構成要素４００のサイズの増大
により、比例的にまたは非比例的に増加してもよい。いくつかの実施形態においては、例
えば、より大きなサイズの大腿骨構成要素４００は、約１０°の角度Φおよび約１１ｍｍ
の距離Ｄを使用してもよく、より小さなサイズの大腿骨構成要素４００は、約１０ｍｍの
より小さな距離Ｄを使用してもよい。
【０１２４】
　同様に、内側後方顆４０８は、その内方表面上に、図７４に示すように約０～約１０度
の、より好ましくは約３～約７度の、例えば約５度の角度Ψを有する、図７４、図７６、
図７９～図８１に示す後方外側斜角面４１０を備えてもよい。かかる斜角面は、後方内側
顆４０８の内方矢状半径の周囲で後方に傾斜され得る別の斜角面４７０と組み合わされて
もよく、それにより、骨対応範囲を縮小させることなく脛骨隆起２２２および後十字靭帯
３２０との間に追加的な隙間を与える。いくつかの実施形態においては、後方外側斜角面
４７０は、大腿骨構成要素４００の膝蓋骨接触区域の直ぐ後方から始まり、したがって、
大腿骨構成要素の顆間膝蓋骨接触領域４１２の周囲で後方に傾斜されなくてもよい。代わ
りに、後方外側斜角面４７０は、内側大腿骨顆４０８の後方部分においてより明確となり
得る。また、脛骨隆起２２２の上縁部は、大腿骨構成要素４００との衝突をさらに回避す
るために、骨鉗子を使用して傾斜角をつけられてもよい。
【０１２５】
　図９４は、一態様による大腿骨構成要素４５０の内側顆４５５の内側矢状断面図である
。内側後方顆４５５は、その内方表面上に、後方外側斜角面４７０を備えてもよい。図９
５ａ～図９５ｋは、後方外側斜角面４７０を図示する図９４の線Ａ－Ａ～線Ｋ－Ｋに沿っ
た種々の冠状断面図である。図９５ａ～図９５ｋに示すように、大腿骨構成要素は、線Ａ
－Ａ、線Ｊ－Ｊ、および線Ｋ－Ｋに沿って見た場合に、丸み縁部４６０を備え、線Ｂ－Ｂ
、線Ｃ－Ｃ、線Ｄ－Ｄ、線Ｅ－Ｅ、線Ｆ－Ｆ、線Ｇ－Ｇ、線Ｈ－Ｈ、線Ｉ－Ｉに沿って見
た場合に、後方外側斜角面４７０を備える。後方外側斜角面４７０の角度Ψは、いくつか
の実施形態においては約１５～約４０度である。
【０１２６】
　図６８に示すように、大腿骨構成要素４００の前方フランジは、いくつかの先行技術の
大腿骨設計に共通であり得る支帯組織に対する張力を低減させるために、外側および／ま
たは内側に前方外側斜角面４０２を備えてもよい。
【０１２７】
　対応する図面を参照として上述したような例示的な実施形態に対して、本発明の範囲か
ら逸脱することなく、様々な変更を行うことが可能であり、したがって、前述の説明に含
まれ、添付の図面に図示される全ての事項は、限定的なものではなく例示的なものとして
解釈されるべきである。例えば、開示される脛骨インサートの新規の特色が、脛骨インサ
ート試験などの計測、および植え込まれるように設計されたインプラントに対して、容易
に適用され得る。したがって、本発明の幅および範囲は、上述の例示的な実施形態のいず
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れによっても限定されるべきではなく、代わりに本明細書に添付される任意の特許請求の
範囲およびそれらの均等物のみにしたがって規定されるべきである。さらに、当業者は、
任意の適合し得る組合せまたは置換において、上記の実施形態で開示される特色のいずれ
かまたは全てを使用し得ることが、予期される。
【符号の説明】
【０１２８】
８　切欠部分
１０　ベース部材
１２ａ　内側部分
１２ｂ　外側部分
１２ｃ　連結部分
１３　遠位方向ノッチ
１４ａ　キール部分
１４ａ′　外方向表面
１４ａ′′　内方向表面
１４ｂ　キール部分
１４ｂ′　外方向表面
１４ｂ′′　内方向表面
１４ｃ　キール部分
１４ｃ′　外方向表面
１４ｃ′′　内方向表面
１５ａ　リップ
１５ｂ　リップ
１５ｃ　バンプ
１６ａ　キール部分
１６ａ′′　内方向表面
１６ｂ　キール部分
１６ｂ′′　内方向表面
１８　補強部材
２０　ベース部材
２２ａ　内側部分
２２ａ′　内側ロック部分
２２ａ′′　内側骨接触表面
２２ｂ　外側部分
２２ｂ′　外側ロック部分２
２２ｂ′′　外側骨接触表面
２２ｃ　連結（または前方）部分
２３　遠位ノッチ
２４ａ　内側フィン、キール部分
２４ｂ　外側フィン、キール部分
２４ｃ　前方フィン、キール部分
２６ａ　傾斜内側フィン
２６ｂ　傾斜外側フィン
２８ａ　補強部材
２８ｂ　補強部材
３０　脛骨ベース部材
３９ａ　内側隆起リップ
３９ｂ　外側隆起リップ
３９ｃ　前方隆起リップ
４０　ベース部材
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４３　ノッチ
４４ａ　内側キール部分
４８ａ　補強部材
４８ｂ　補強部材
５０　ベース部材
５２ａ　内側部分
５２ｂ　外側部分
５６ａ　傾斜フィン
５６ｂ　傾斜フィン
５８ａ　補強部材
５８ｂ　補強部材
６０　ベース部材
６４ａ　内側フィン
６４ｂ　外側フィン
６４ｃ　前方フィン
６９ｃ　前方隆起リップ
７０　ベース部材
７４ａ　内側フィン
７４ｂ　外側フィン
７４ｃ　前方フィン
７４ｃ′′　内方表面
７６ａ　傾斜フィン
７６ｂ　傾斜フィン
７９ａ　内側隆起リップ
７９ｂ　外側隆起リップ
７９ｃ　前方隆起リップ
８０　ベース部材
８０ａ　脛骨ベース部材
８０ｂ　脛骨ベース部材
８０ｃ　脛骨ベース部材
８０ｄ　脛骨ベース部材
８１ａ　丸角、アール、または隅肉
８１ｂ　丸角、アール、または隅肉
８２ａ　内側部分
８２ａ′　ロック部分
８２ａ′′　骨接触下面
８２ｂ　外側部分
８２ｂ′　ロック部分
８２ｂ′′　骨接触下面
８２ｃ　前方部分、連結部分、前方キール部分、前方連結部分
８５ａ　補強ウェブ
８５ｂ　補強ウェブ
８７ａ　外周セメントレール
８７ｂ　外周セメントレール
８８ａ　補強部材
８８ｂ　補強部材
８９ａ　隆起リップ部分、内側隆起リップ
８９ａ′　内側隆起リップ
８９ａ′′　内側隆起リップ
８９ａ′′′　内側隆起リップ
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８９ａ′′′′　内側隆起リップ
８９ｂ　隆起リップ部分、外側隆起リップ
８９ｂ′　外側隆起リップ
８９ｂ′′　外側隆起リップ
８９ｂ′′′　外側隆起リップ
８９ｂ′′′′　外側隆起リップ
８９ｃ　リップ、隆起リップ部分、前方隆起リップ
９０　脛骨ベースプレート、脛骨ベース部材
９４ａ　キール部分
９４ｂ　キール部分
９４ｃ　キール部分
１００　インプラント、脛骨プロテーゼ
１１０　内側脛骨インサート、内側関節運動インサート
１１２　ロック機構
１１４ｂ　輪郭
１１６ａ　冠状断面輪郭
１１７ａ　外周ステップ
１１７ｂ　外周ステップ
１１８　近心リップ
１１９　周囲斜角面
１２０　外側脛骨インサート
１２２　ロック機構
１２４ｂ　輪郭
１２６ａ　輪郭
１２７ａ　外周ステップ
１２７ｂ　外周ステップ
１２８　近心リップ
１２９　周囲斜角面
２２０　脛骨
２２２　脛骨隆起
３１０　前十字靭帯（ＡＣＬ）
３２０　後十字靭帯（ＰＣＬ）
４００　大腿骨構成要素
４０２　前方外側斜角面
４０４　後方外側斜角面
４０６　外側後方顆
４０８　内側顆
４１０　後方外側斜角面
４１２　顆間膝蓋骨接触領域
４５０　大腿骨構成要素
４５５　内側後方顆
４６０　丸み縁部
４７０　後方外側斜角面
５００　十字靭帯含有インサート
５１０　外側部分
６００　膝蓋骨構成要素
７００　脛骨ベースプレート、脛骨ベース部材
１５００　脛骨ベース部材
１６００　脛骨プロテーゼ、モノリシックベース部材
１６０２　多孔性構造体材料
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