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(57)【要約】
【課題】組織代用合成繊維布を人工関節用コンポーネン
トに対して巻き付けた状態で取り付ける作業を容易にし
、術者の熟練度によって作業結果に影響が生じてしまう
ことを抑制し、更に、手術時間を短くする。
【解決手段】押し付け機構１２は、軸状部材１１ａに対
して組織代用合成繊維布１００が筒状に巻き付けられた
状態でその周方向に亘って配置される周方向配置部材１
６を有するとともに周方向配置部材１６によって組織代
用合成繊維布１００を外周側から軸状部材１１ａに対し
て押し付ける。保持機構１３は、周方向配置部材１６に
取り付けられる部材として構成された保持部材２２を有
し、組織代用合成繊維布１００が周方向配置部材１６に
よって軸状部材１１ａに押し付けられた状態で、保持部
材２２により、周方向配置部材１６を介して組織代用合
成繊維布１００を軸状部材１１ａに対して保持する。
【選択図】　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　関節を人工関節に置換する手術において、人工関節用コンポーネントと軟部組織とをシ
ート状の組織代用合成繊維布を介して結合する際に当該組織代用合成繊維布を前記人工関
節用コンポーネントに対して巻き付けた状態で取り付けるために用いられる、人工関節置
換術用手術装置であって、
　前記人工関節用コンポーネントに対して又は当該人工関節用コンポーネントに対応した
軸状部材に対して前記組織代用合成繊維布が筒状に巻き付けられた状態で、筒状の前記組
織代用合成繊維布の周方向に亘って配置される周方向配置部材を有するとともに、前記周
方向配置部材によって前記組織代用合成繊維布を外周側から前記人工関節用コンポーネン
ト又は前記軸状部材に対して押し付ける押し付け機構と、
　前記周方向配置部材に取り付けられる部材として構成され又は当該周方向配置部材によ
って構成された保持部材を有し、前記組織代用合成繊維布が前記周方向配置部材によって
前記人工関節用コンポーネント又は前記軸状部材に押し付けられた状態で、前記保持部材
により、前記周方向配置部材を介して前記組織代用合成繊維布を前記人工関節用コンポー
ネント又は前記軸状部材に対して保持する保持機構と、
　を備えていることを特徴とする、人工関節置換術用手術装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の人工関節置換術用手術装置であって、
　前記周方向配置部材は、組み合わされることで円筒を構成するように分割された形状で
ある一対の円筒分割形状部材として設けられ、前記人工関節用コンポーネント又は前記軸
状部材に対して筒状に巻きつけられた前記組織代用合成繊維布を周方向に覆った状態で当
該組織代用合成繊維布を前記人工関節用コンポーネント又は前記軸状部材に押し付けるこ
とを特徴とする、人工関節置換術用手術装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の人工関節置換術用手術装置であって、
　一対の前記円筒分割形状部材は、円筒に組み合わされて閉じた状態と円筒の内側を開放
するように開いた状態との間で開閉可能に連結するヒンジ部によって連結されていること
を特徴とする、人工関節置換術用手術装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の人工関節置換術用手術装置であって、
　前記保持機構は、
　一対の前記円筒分割形状部材の一方に設けられた突起と、
　一対の前記円筒分割形状部材の他方に対して回転可能に支持され、前記突起に係合する
ことで、一対の前記円筒分割形状部材が円筒に組み合わされた状態を保持する前記保持部
材と、
　を有することを特徴とする、人工関節置換術用手術装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の人工関節置換術用手術装置であって、
　前記保持部材は、バネ部材として設けられ、バネ力によって、前記周方向配置部材を介
して前記組織代用合成繊維布を前記人工関節用コンポーネント又は前記軸状部材に対して
保持することを特徴とする、人工関節置換術用手術装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の人工関節置換術用手術装置であって、
　前記保持機構は、一対のレバーと、一対の前記レバーを付勢する前記バネ部材としての
前記保持部材と、を有し、
　前記周方向配置部材は、筒状又は環状に配置される閉鎖状態と、前記閉鎖状態において
筒状又は環状に配置される部分が開くように配置される開放状態と、の間で開閉駆動され
る一対の開閉部材として設けられ、
　一対の前記レバーのうちの一方が一対の前記開閉部材のうちの一方に一体に連結され、
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一対の前記レバーのうちの他方が一対の前記開閉部材のうちの他方に一体に連結されてい
ることを特徴とする、人工関節置換術用手術装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の人工関節置換術用手術装置であって、
　前記保持部材は、前記周方向配置部材によって構成され、１カ所が開放された筒状又は
環状に湾曲して形成された部分を有する前記バネ部材として設けられ、拡径した後に弾性
回復するバネ力によって縮径することで、前記周方向配置部材を介して前記組織代用合成
繊維布を前記人工関節用コンポーネント又は前記軸状部材に対して保持することを特徴と
する、人工関節置換術用手術装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の人工関節置換術用手術装置であって、
　前記周方向配置部材には、前記人工関節用コンポーネント又は前記軸状部材に巻き付け
られた前記組織代用合成繊維布における巻き付け方向の両端の縁部分側を挟み込むように
支持する挟持部が設けられ、
　前記挟持部には、前記組織代用合成繊維布を縫合する縫合糸が挿通される縫合糸挿通孔
が形成されていることを特徴とする、人工関節置換術用手術装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の人工関節置換術用手術装置であって、
　前記軸状部材と、前記軸状部材を片持ち状に支持する支持台と、を有する巻き付け支持
機構が更に備えられていることを特徴とする、人工関節置換術用手術装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、関節を人工関節に置換する手術において、人工関節用コンポーネントと軟部
組織とをシート状の組織代用合成繊維布を介して結合する際に当該組織代用合成繊維布を
前記人工関節用コンポーネントに対して巻き付けた状態で取り付けるために用いられる、
人工関節置換術用手術装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、関節に異常が認められた患者に対してその関節を人工関節に置換する手術で
ある人工関節置換術が行われている。そして、このような人工関節置換術においては、腫
瘍患部を除去して人工関節用コンポーネントを置換する場合のように、広範囲に亘って筋
繊維等の軟部組織の切除が行われることがある。この場合、本来は骨と結合して機能して
いた軟部組織が、骨から遊離してしまうため、本来の運動機能を再現できなくなってしま
う。そこで、このような場合においては、人工関節用コンポーネントと筋繊維等の軟部組
織とを結合する作業が行われる。
【０００３】
　人工関節用コンポーネントと軟部組織とを結合させる術式として、非特許文献１におい
ては、人工関節用コンポーネントに対して軟部組織を縫合糸によって縫着して直接的に結
合させ、或いは人工関節用コンポーネントに対して軟部組織をスクリュー等によって直接
的に結合させる術式が開示されている。しかし、これらの術式の場合、術後において、縫
合糸の人工関節用コンポーネントからの脱落が発生し易く、或いは、軟部組織の損傷が発
生し易く、比較的早い段階で人工関節用コンポーネントから軟部組織が遊離してしまう虞
があり、耐久性の観点で問題がある。
【０００４】
　これに対し、非特許文献２においては、人工関節用コンポーネントと軟部組織とをシー
ト状の組織代用合成繊維布を介して結合する術式が開示されている。この術式においては
、まず、術者によって、シート状の組織代用合成繊維布が人工関節用コンポーネントに対
して巻き付けられた状態で取り付けられる。そして、巻き付けられた組織代用合成繊維布
が人工関節用コンポーネントに対して縫合糸で固定されて取り付けられる。更に、人工関
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節用コンポーネントに固定された組織代用合成繊維布に対して、軟部組織が縫合糸によっ
て縫着されて結合される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】山本憲男、外２名、「Ｋｏｔｚ下肢再建システム使用時の股関節外転筋
力温存の工夫」、臨床整形外科、医学書院、３５巻９号、２０００年８月、ｐ．９８３－
９８７
【非特許文献２】ジャーマン・エー・マルランダ（German A. Marulanda）、外３名、「
移植メッシュを使用した上腕骨近位部及び全上腕骨再建（Proximal and Total Humerus R
econstruction With the Use of an Aortograft Mesh）」、（米国）、クリニカル　オー
ソペディクス　アンド　リレイティド　リサーチ（Clinical Orthopaedics and Related 
Research）、シュプリンガー社（Springer）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　非特許文献２に開示された術式によると、人工関節用コンポーネントに対して巻き付け
られた状態で固定された組織代用合成繊維布に対して軟部組織が縫合糸によって縫着され
て固定される。このため、人工関節用コンポーネントに対して軟部組織を縫合糸或いはス
クリュー等によって直接的に結合させる術式とは異なり、軟部組織を縫着する縫合糸の脱
落及び軟部組織の損傷が発生し難く、軟部組織の人工関節用コンポーネントからの遊離を
抑制することができる。
【０００７】
　しかしながら、非特許文献２に開示された術式においては、術者は、シート状の組織代
用合成繊維布を人工関節用コンポーネントに対して筒状に巻き付け、更にその状態を自ら
の手を用いて維持したまま、組織代用合成繊維布を人工関節用コンポーネントに縫合糸で
固定して取り付ける必要がある。このような作業、即ち、組織代用合成繊維布を人工関節
用コンポーネントに巻き付けて更にその状態で人工関節用コンポーネントに取り付ける作
業は、煩雑であり、術者の熟練度が作業結果に影響を与えてしまい易いという問題がある
。更に、作業が煩雑であることから、手術時間が長くなってしまい易く、感染のリスクが
高くなり易いという問題がある。
【０００８】
　本考案は、上記実情に鑑みることにより、人工関節用コンポーネントと軟部組織とをシ
ート状の組織代用合成繊維布を介して結合する際に組織代用合成繊維布を人工関節用コン
ポーネントに対して巻き付けた状態で取り付ける作業を容易にし、術者の熟練度によって
作業結果に影響が生じてしまうことを抑制し、更に、手術時間を短くすることができる、
人工関節置換術用手術装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するための第１考案に係る人工関節置換術用手術装置は、関節を人工関
節に置換する手術において、人工関節用コンポーネントと軟部組織とをシート状の組織代
用合成繊維布を介して結合する際に当該組織代用合成繊維布を前記人工関節用コンポーネ
ントに対して巻き付けた状態で取り付けるために用いられる、人工関節置換術用手術装置
に関する。そして、第１考案に係る人工関節置換術用手術装置は、前記人工関節用コンポ
ーネントに対して又は当該人工関節用コンポーネントに対応した軸状部材に対して前記組
織代用合成繊維布が筒状に巻き付けられた状態で、筒状の前記組織代用合成繊維布の周方
向に亘って配置される周方向配置部材を有するとともに、前記周方向配置部材によって前
記組織代用合成繊維布を外周側から前記人工関節用コンポーネント又は前記軸状部材に対
して押し付ける押し付け機構と、前記周方向配置部材に取り付けられる部材として構成さ
れ又は当該周方向配置部材によって構成された保持部材を有し、前記組織代用合成繊維布
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が前記周方向配置部材によって前記人工関節用コンポーネント又は前記軸状部材に押し付
けられた状態で、前記保持部材により、前記周方向配置部材を介して前記組織代用合成繊
維布を前記人工関節用コンポーネント又は前記軸状部材に対して保持する保持機構と、を
備えていることを特徴とする。
【００１０】
　この考案によると、シート状の組織代用合成繊維布は、人工関節用コンポーネント又は
軸状部材に筒状に巻き付けられた状態で周方向配置部材によって外周側から押し付けられ
る。そして、その状態で、保持部材によって、周方向配置部材を介して、組織代用合成繊
維布が人工関節用コンポーネント又は軸状部材に保持される。このため、組織代用合成繊
維布が人工関節用コンポーネント又は軸状部材に巻かれた状態が容易に実現でき且つ維持
されることになる。そして、その状態において、術者は、縫合糸を用いて組織代用合成繊
維布を筒状に固定する作業を容易に行うことができる。組織代用合成繊維布が筒状に固定
されると、押し付け機構及び保持機構は取り外されることになる。
【００１１】
　尚、組織代用合成繊維布が筒状に固定された後は、組織代用合成繊維布が人工関節用コ
ンポーネントに巻かれている場合は、筒状の組織代用合成繊維布をそのまま簡単に人工関
節用コンポーネントに対して縫合糸で固定することができる。また、組織代用合成繊維布
が人工関節用コンポーネントに対応する軸状部材に巻かれている場合は、筒状の組織代用
合成繊維布を軸状部材から抜き出すようにして外し、そのまま簡単に人工関節用コンポー
ネントに対して被せて縫合糸で固定することができる。よって、術者は、人工関節置換術
の際に、本考案の人工関節置換術用手術装置を用いることで、シート状の組織代用合成繊
維布を人工関節用コンポーネントに対して巻き付けた状態で取り付ける作業を容易に行う
ことができる。
【００１２】
　また、本考案の人工関節置換術用手術装置によると、前述のように、組織代用合成繊維
布が人工関節用コンポーネントに巻かれて取り付けられた状態が容易に実現できるため、
作業の熟練がほとんど要求されず、作業時間の短時間化も図られることになる。このため
、術者の熟練度によって作業結果に影響が生じてしまうことを抑制し、手術時間を短くす
ることもできる。
【００１３】
　従って、本考案によると、人工関節用コンポーネントと軟部組織とをシート状の組織代
用合成繊維布を介して結合する際に組織代用合成繊維布を人工関節用コンポーネントに対
して巻き付けた状態で取り付ける作業を容易にし、術者の熟練度によって作業結果に影響
が生じてしまうことを抑制し、更に、手術時間を短くすることができる、人工関節置換術
用手術装置を提供することができる。
【００１４】
　第２考案に係る人工関節置換術用手術装置は、第１考案の人工関節置換術用手術装置に
おいて、前記周方向配置部材は、組み合わされることで円筒を構成するように分割された
形状である一対の円筒分割形状部材として設けられ、前記人工関節用コンポーネント又は
前記軸状部材に対して筒状に巻きつけられた前記組織代用合成繊維布を周方向に覆った状
態で当該組織代用合成繊維布を前記人工関節用コンポーネント又は前記軸状部材に押し付
けることを特徴とする。
【００１５】
　この考案によると、人工関節用コンポーネント又は軸状部材に対して筒状に巻きつけら
れた組織代用合成繊維布を周方向に覆った状態で押し付ける周方向配置部材が、一対の円
筒分割形状部材として設けられる。このため、組織代用合成繊維布を外周側から人工関節
用コンポーネント又は軸状部材に対して効率よく押し付ける構造を簡素な部材で容易に実
現することができる。
【００１６】
　第３考案に係る人工関節置換術用手術装置は、第２考案の人工関節置換術用手術装置に
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おいて、一対の前記円筒分割形状部材は、円筒に組み合わされて閉じた状態と円筒の内側
を開放するように開いた状態との間で開閉可能に連結するヒンジ部によって連結されてい
ることを特徴とする。
【００１７】
　この考案によると、一対の円筒分割形状部材がヒンジ部によって開閉可能に連結される
。このため、開いた状態の一対の円筒分割形状部材を閉じる動作を行うだけで、人工関節
用コンポーネント又は軸状部材に対して筒状に巻きつけられた組織代用合成繊維布を周方
向に覆った状態で押し付ける作業を更に容易に行うことができる。
【００１８】
　第４考案に係る人工関節置換術用手術装置は、第３考案の人工関節置換術用手術装置に
おいて、前記保持機構は、一対の前記円筒分割形状部材の一方に設けられた突起と、一対
の前記円筒分割形状部材の他方に対して回転可能に支持され、前記突起に係合することで
、一対の前記円筒分割形状部材が円筒に組み合わされた状態を保持する前記保持部材と、
を有することを特徴とする。
【００１９】
　この考案によると、保持機構が一対の円筒分割形状部材の一方の突起と他方に回転自在
に支持されて突起に係合する保持部材とで構成される。このため、周方向配置部材を介し
て組織代用合成繊維布を人工関節用コンポーネント又は軸状部材に対して保持する機構を
簡素な部材で容易に実現することができる。
【００２０】
　第５考案に係る人工関節置換術用手術装置は、第１考案乃至第３考案のいずれかの人工
関節置換術用手術装置において、前記保持部材は、バネ部材として設けられ、バネ力によ
って、前記周方向配置部材を介して前記組織代用合成繊維布を前記人工関節用コンポーネ
ント又は前記軸状部材に対して保持することを特徴とする。
【００２１】
　この考案によると、保持部材が、バネ力によって組織代用合成繊維布を人工関節用コン
ポーネント又は軸状部材に対して保持するバネ部材として構成される。このため、術者の
操作に基づいて保持部材が弾性変形することで、容易に組織代用合成繊維布を保持可能な
状態となり、更に、弾性変形させる操作を解除することで、バネ力が作用可能な安定した
状態で組織代用合成繊維布を保持することができる。よって、操作が容易で組織代用合成
繊維布の安定した保持が可能な保持部材を実現することができる。
【００２２】
　第６考案に係る人工関節置換術用手術装置は、第５考案の人工関節置換術用手術装置に
おいて、前記保持機構は、一対のレバーと、一対の前記レバーを付勢する前記バネ部材と
しての前記保持部材と、を有し、前記周方向配置部材は、筒状又は環状に配置される閉鎖
状態と、前記閉鎖状態において筒状又は環状に配置される部分が開くように配置される開
放状態と、の間で開閉駆動される一対の開閉部材として設けられ、一対の前記レバーのう
ちの一方が一対の前記開閉部材のうちの一方に一体に連結され、一対の前記レバーのうち
の他方が一対の前記開閉部材のうちの他方に一体に連結されていることを特徴とする。
【００２３】
　この考案によると、術者は、周方向配置部材を構成する一対の開閉部材にそれぞれ設け
られた一対のレバーをバネ部材のバネ力に抗して操作することで、一対の開閉部材を開放
状態とし、容易に組織代用合成繊維布を保持可能な状態にできる。そして、一対のレバー
の操作を解除することで、一対の開閉部材がバネ力によって閉鎖状態となり、バネ力が作
用可能な安定した状態で組織代用合成繊維布を保持することができる。よって、レバーに
よって容易に操作が可能であって、バネ力によって組織代用合成繊維布を安定して保持で
きる保持機構を実現することができる。
【００２４】
　第７考案に係る人工関節置換術用手術装置は、第５考案の人工関節置換術用手術装置に
おいて、前記保持部材は、前記周方向配置部材によって構成され、１カ所が開放された筒
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状又は環状に湾曲して形成された部分を有する前記バネ部材として設けられ、拡径した後
に弾性回復するバネ力によって縮径することで、前記周方向配置部材を介して前記組織代
用合成繊維布を前記人工関節用コンポーネント又は前記軸状部材に対して保持することを
特徴とする。
【００２５】
　この考案によると、バネ部材としての保持部材が、１カ所が開放された筒状又は環状に
湾曲して形成された部分を有して拡縮動作を行うことで作動する周方向配置部材として構
成される。このため、周方向配置部材と保持部材とが共通化されるため、部材点数の削減
と構成の簡素化を図ることができる。
【００２６】
　第８考案に係る人工関節置換術用手術装置は、第１考案乃至第７考案のいずれかの人工
関節置換術用手術装置において、前記周方向配置部材には、前記人工関節用コンポーネン
ト又は前記軸状部材に巻き付けられた前記組織代用合成繊維布における巻き付け方向の両
端の縁部分側を挟み込むように支持する挟持部が設けられ、前記挟持部には、前記組織代
用合成繊維布を縫合する縫合糸が挿通される縫合糸挿通孔が形成されていることを特徴と
する。
【００２７】
　この考案によると、組織代用合成繊維布における巻き付け方向の両端の縁部分側が、周
方向配置部材の挟持部によって挟み込まれるように支持される。そして、この状態で、挟
持部に形成された縫合糸挿通孔に挿通される縫合糸によって組織代用合成繊維布が縫合さ
れる。よって、術者は、人工関節用コンポーネント又は軸状部材に筒状に巻き付けられて
保持された状態の組織代用合成繊維布を縫合糸によって固定する作業を更に容易に行うこ
とができる。
【００２８】
　第９考案に係る人工関節置換術用手術装置は、第１考案乃至第８考案のいずれかの人工
関節置換術用手術装置において、前記軸状部材と、前記軸状部材を片持ち状に支持する支
持台と、を有する巻き付け支持機構が更に備えられていることを特徴とする。
【００２９】
　この考案によると、巻き付け支持機構の支持台に片持ち状に支持された軸状部材に対し
て、シート状の組織代用合成繊維布が巻き付けられる。このため、術者は、支持台にて安
定して支持された軸状部材に対して組織代用合成繊維布の巻き付け作業を行うことができ
、組織代用合成繊維布の巻き付け作業が更に容易となる。
【発明の効果】
【００３０】
　本考案によると、人工関節用コンポーネントと軟部組織とをシート状の組織代用合成繊
維布を介して結合する際に組織代用合成繊維布を人工関節用コンポーネントに対して巻き
付けた状態で取り付ける作業を容易にし、術者の熟練度によって作業結果に影響が生じて
しまうことを抑制し、更に、手術時間を短くすることができる、人工関節置換術用手術装
置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】人工関節用コンポーネントと軟部組織とが組織代用合成繊維布を介して結合され
た状態を模式的に示す斜視図である。
【図２】本考案の第１実施形態に係る人工関節置換術用手術装置を示す斜視図である。
【図３】図２に示す人工関節置換術用手術装置における押し付け機構及び保持機構を示す
斜視図である。
【図４】図３に示す押し付け機構及び保持機構の斜視図であって、図３とは異なる状態を
示す図である。
【図５】図３に示す押し付け機構及び保持機構の側面図である。
【図６】図２に示す人工関節置換術用手術装置によって組織代用合成繊維布が筒状に巻か
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れた状態に成形される工程を説明するための図である。
【図７】図２に示す人工関節置換術用手術装置によって組織代用合成繊維布が筒状に巻か
れた状態に成形される工程を説明するための図である。
【図８】図２に示す人工関節置換術用手術装置によって組織代用合成繊維布が筒状に巻か
れた状態に成形される工程を説明するための図である。
【図９】図２に示す人工関節置換術用手術装置によって組織代用合成繊維布が筒状に巻か
れた状態に成形される工程を説明するための図である。
【図１０】筒状に巻かれた状態に成形された組織代用合成繊維布を示す斜視図である。
【図１１】人工関節用コンポーネントに対して図１０に示す組織代用合成繊維布が巻かれ
た状態で取り付けられる工程を説明するための図である。
【図１２】人工関節用コンポーネントに対して図１０に示す組織代用合成繊維布が巻かれ
た状態で取り付けられる工程を説明するための図である。
【図１３】本考案の第２実施形態に係る人工関節置換術用手術装置を示す斜視図である。
【図１４】図１３に示す人工関節置換術用手術装置の正面図及び側面図である。
【図１５】図１３に示す人工関節置換術用手術装置の斜視図であって、図１３とは異なる
状態を示す図である。
【図１６】図１５に示す人工関節置換術用手術装置の正面図及び側面図である。
【図１７】本考案の第３実施形態に係る人工関節置換術用手術装置を示す斜視図である。
【図１８】図１７に示す人工関節置換術用手術装置の左側面図、正面図及び右側面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本考案を実施するための形態について図面を参照しつつ説明する。本考案は、関
節を人工関節に置換する手術において、人工関節用コンポーネントと軟部組織とをシート
状の組織代用合成繊維布を介して結合する際に組織代用合成繊維布を人工関節用コンポー
ネントに対して巻き付けた状態で取り付けるために用いられる、人工関節置換術用手術装
置として、広く適用することができるものである。
【００３３】
〔第１実施形態〕
　図１は、本実施形態における人工関節用コンポーネントである大腿骨コンポーネント１
０１と筋繊維等の軟部組織１０３とが組織代用合成繊維布１００を介して結合された状態
を模式的に示す斜視図である。尚、図１は、患者に対して、人工関節置換術のうち、股関
節を人工股関節に置換する手術である人工股関節置換術が行われ、大腿骨１０２の近位部
側が大腿骨コンポーネント１０１に置換された状態を示している。
【００３４】
　ここで、大腿骨１０２及び大腿骨コンポーネント１０１において、相対的に体幹に近い
側は「近位」と称され、相対的に体幹から遠い側は「遠位」と称される。また、図１では
、大腿骨１０２及び軟部組織１０３以外の人体組織の図示が省略されている。また、図１
では、人工股関節における大腿骨コンポーネント１０１以外の要素である骨頭ボール、骨
盤側コンポーネント、等の図示が省略されている。
【００３５】
　図１に大腿骨コンポーネント１０１の設置状態を例示する人工股関節置換術の形態では
、大腿骨コンポーネント１０１は、遠位側の端部にて、近位側の部分が切除された大腿骨
１００の近位側の端部に固定される。大腿骨コンポーネント１０１が設置される人工股関
節置換術では、大腿骨１０２の近位部側及びその周辺の軟部組織の切除が広範囲に亘って
行われる。そして、大腿骨１０２に設置された大腿骨コンポーネント１０１と大腿骨１０
２から遊離した軟部組織１０３とが、筒状に成形されて大腿骨コンポーネント１０１に巻
かれた状態で取り付けられた組織代用合成繊維布１００を介して、結合される。
【００３６】
　組織代用合成繊維布１００を介した大腿骨コンポーネント１０１と軟部組織１０３との
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結合の際には、筒状の組織代用合成繊維布１００が、大腿骨コンポーネント１０１に対し
て巻き付けられた状態で取り付けられる。そして、後述するように、組織代用合成繊維布
１００が大腿骨コンポーネント１０１に対して縫合糸によって固定して取り付けられる（
図１２を参照）。更に、この組織代用合成繊維布１００に対して軟部組織１０３が縫合糸
１０４によって縫着されて結合され、これにより、大腿骨用コンポーネント１０１と軟部
組織１０３とが組織代用合成繊維布１００を介して結合されることになる。
【００３７】
　次に、本考案の第１実施形態に係る人工関節置換術用手術装置について説明する。図２
は、本考案の第１実施形態に係る人工関節置換術用手術装置１（以下、単に「手術装置１
」ともいう）を示す斜視図である。前述した組織代用合成繊維布１００は、図２に示す手
術装置１が用いられることで、シート状に広がった状態から筒状に巻かれた状態に成形さ
れることになる。尚、組織代用合成繊維布１００は、例えば、ポリプロピレン製の糸が織
られることで形成されたメッシュ状の布として構成されている。
【００３８】
　図２に示す手術装置１は、巻き付け支持機構１１、押し付け機構１２、及び保持機構１
３を備えて構成されている。巻き付け支持機構１１、押し付け機構１２、及び保持機構１
３は、医療機器の素材としての認可承認を得たステンレス鋼、チタン合金、コバルトクロ
ム合金などの金属材料により形成されている。尚、この例に限らず、巻き付け支持機構１
１、押し付け機構１２、及び保持機構１３が、医療機器の素材としての認可承認を得た樹
脂材料により形成されてもよい。
【００３９】
　巻き付け支持機構１１は、成形される組織代用合成繊維布１００が巻き付けられて支持
される構造体として設けられている。そして、この巻き付け支持機構１１は、軸状部材１
１ａと、支持台１１ｂとを備えて構成されている。
【００４０】
　軸状部材１１ａは、円柱状の部材として設けられている。この軸状部材１１ａは、大腿
骨コンポーネント１０１に対応して形成され、大腿骨コンポーネント１０１の胴部の直径
に対応した直径寸法の円柱状の部材として設けられている。そして、軸状部材１１ａにお
ける円柱の周方向の側面に対してシート状の組織代用合成繊維布１００が巻き付けられる
ことになる。尚、軸状部材１１ａの直径寸法は、例えば、大腿骨コンポーネント１０１の
胴部の直径寸法と同じ寸法又は少し大きい寸法に設定されている。
【００４１】
　支持台１１ｂは、軸状部材１１ａを片持ち状に支持する台座として設けられている。そ
して、この支持台１１ｂは、テーブル等の表面に安定して載置されるために設けられた平
坦なブロック状の基台部１４と、基台部１４に対して垂直に突出するように形成された平
板状の支持壁部１５とを備えて構成されている。軸状部材１１ａは、支持壁部１５から片
持ち状に突出してこの支持壁部１５に支持されている。そして、軸状部材１１ａは、支持
壁部１５に対して垂直に突出し、基台部１４に対して平行に延びるように配置されている
。
【００４２】
　図３は、押し付け機構１２及び保持機構１３を示す斜視図である。図４は、押し付け機
構１２及び保持機構１３を示す斜視図であって、図３とは異なる状態を示す図である。図
５は、押し付け機構１２及び保持機構１３についての図３における矢印Ａ方向から見た状
態の側面図である。尚、図５（ａ）及び図５（ｂ）は、押し付け機構１２及び保持機構１
３についての異なる状態を示している。
【００４３】
　図２乃至図５に示す押し付け機構１２は、周方向配置部材１６及びヒンジ部１８を備え
て構成されている。周方向配置部材１６は、軸状部材１１ａに対して略正方形又は略長方
形のシート状の組織代用合成繊維布１００が筒状に巻き付けられた状態で、筒状の組織代
用合成繊維布１００の周方向に亘って配置される部材として設けられている。そして、押
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し付け機構１２は、この周方向配置部材１６によって組織代用合成繊維布１００を外周側
から軸状部材１１ａに対して押し付ける機構として構成されている。
【００４４】
　また、周方向配置部材１６は、組み合わされることで円筒を構成するように分割された
形状である一対の円筒分割形状部材（１７ａ、１７ｂ）として設けられている。この一対
の円筒分割形状部材（１７ａ、１７ｂ）は、円筒が円筒軸方向に平行な面で半分に分割さ
れた形状に形成されている。そして、一対の円筒分割形状部材（１７ａ、１７ｂ）は、円
筒を構成するように組み合わされた状態であって、軸状部材１１ａに対して筒状に巻き付
けられた組織代用合成繊維布１００を周方向に覆った状態で、組織代用合成繊維布１００
を軸状部材１１ａに対して押し付けることになる。
【００４５】
　また、一対の円筒分割形状部材（１７ａ、１７ｂ）は、ヒンジ部１８を介して連結され
ている。ヒンジ部１８は、円筒分割形状部材１７ａにおける円筒軸方向に延びる一方の縁
部と、この縁部に対応する縁部であって円筒分割形状部材１７ｂにおける円筒軸方向に延
びる一方の縁部とを回転軸を介して連結するヒンジ機構として設けられている。これによ
り、ヒンジ部１８は、一対の円筒分割形状部材（１７ａ、１７ｂ）を円筒に組み合わされ
て閉じた状態と円筒の内側を開放するように開いた状態との間で開閉可能に連結するよう
に構成されている。尚、図３及び図５（ａ）は、一対の円筒分割形状部材（１７ａ、１７
ｂ）が閉じた状態を示しており、図４及び図５（ｂ）は、一対の円筒分割形状部材１７ａ
、１７ｂ）が開いた状態を示している。
【００４６】
　また、周方向配置部材１６を構成する一対の円筒分割形状部材（１７ａ、１７ｂ）には
、軸状部材１１ａに巻き付けられた組織代用合成繊維布１００における巻き付け方向の両
端の縁部分側を挟み込むように支持する挟持部１９（１９ａ、１９ｂ）が設けられている
。挟持部１９ａは、円筒分割形状部材１７ａにおける円筒軸方向に延びる縁部であってヒ
ンジ部１８と反対側に配置された他方の縁部に沿って延びるとともに、円筒軸方向に垂直
な方向に向かってフランジ状に張り出した部分として設けられている。一方、挟持部１９
ｂは、円筒分割形状部材１７ｂにおける円筒軸方向に延びる縁部であってヒンジ部１８と
反対側に配置された他方の縁部に沿って延びるとともに、円筒軸方向に垂直な方向に向か
ってフランジ状に張り出した部分として設けられている。
【００４７】
　また、各挟持部（１９ａ、１９ｂ）には、それぞれ長孔状に形成された複数の縫合糸挿
通孔２０が設けられている。各縫合糸貫通孔２０は、挟持部１９（１９ａ、１９ｂ）に挟
み込まれて支持された組織代用合成繊維布１００を縫合する縫合糸が挿通される貫通孔と
して設けられている。
【００４８】
　縫合糸挿通孔２０は、各挟持部（１９ａ、１９ｂ）において、円筒分割形状部材（１７
ａ、１７ｂ）の円筒軸方向と平行に直列に並ぶように配置されている。そして、挟持部１
９ａに設けられた各縫合糸挿通孔２０と挟持部１９ｂに設けられた各縫合糸挿通孔２０と
は、互いに対向する位置で挟持部１９にて貫通するように設けられている。
【００４９】
　保持機構１３は、突起２１と保持部材２２とを備えて構成されている。突起２１は、一
対の円筒分割形状部材（１７ａ、１７ｂ）の一方の円筒分割形状部材１７ａに対して挟持
部１９ａにおいて設けられている。そして、この突起２１は、円筒分割形状部材１７ａの
円筒軸方向における挟持部１９ａの一方の端部から円筒軸方向と平行に突出する部分とし
て設けられている。
【００５０】
　また、保持部材２２は、本実施形態では、周方向配置部材１６である一対の円筒分割形
状部材（１７ａ、１７ｂ）に取り付けられる部材として構成されている。この保持部材２
２は、門型形状に形成され、矩形の枠体における１つの辺に対応する部分が欠落して開放
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された形状に形成されている。また、保持部材２２は、一対の円筒分割形状部材（１７ａ
、１７ｂ）の他方の円筒分割形状部材１７ｂに対して、開放された部分に設けられた回転
軸において、回転可能に支持されている。更に、この保持部材２２は、円筒分割形状部材
１７ｂの挟持部１９ｂに対して、円筒分割形状部材１７ｂの円筒軸方向における挟持部１
９ｂの一方の端部において、上記の回転軸を介して回転可能に支持されている。尚、保持
部材２２及び突起２１は、円筒分割形状部材（１７ａ、１７ｂ）に対して円筒軸方向にお
ける同じ側の端部に設けられている。
【００５１】
　また、保持部材２２の内側には、保持部材２２が回転自在に支持される挟持部１９ｂの
端部との間において、突起２１が挿入される空間が区画されている。そして、一対の円筒
分割形状部材（１７ａ、１７ｂ）が円筒に組み合わされた状態で、保持部材２２が、円筒
分割形状部材１７ｂの円筒軸方向に沿って突出した状態から円筒分割形状部材１７ｂの端
部に向かって倒れこむように回転することで、上記の空間に突起２１が挿入される状態と
なる。これにより、保持部材２２が突起２１に係合することになる。
【００５２】
　そして、保持部材２２は、上記のように突起２１に係合することで、一対の円筒分割形
状部材（１７ａ、１７ｂ）が円筒に組み合わされた状態を保持する。これにより、保持機
構１３は、組織代用合成繊維布１００が周方向配置部材１６によって軸状部材１１ａに押
し付けられた状態で、保持部材２２により、周方向配置部材１６を介して組織代用合成繊
維布１００を軸状部材１１ａに対して保持するように構成されている。
【００５３】
　次に、人工股関節置換術において、術者が、手術装置１を用いることで、大腿骨コンポ
ーネント１０１と軟部組織１０３とをシート状の組織代用合成繊維布１００を介して結合
する際に組織代用合成繊維布１００を大腿骨コンポーネント１０１に対して巻き付けた状
態で取り付ける作業について説明する。
【００５４】
　図６乃至図９は、手術装置１によって組織代用合成繊維布１００が筒状に巻かれた状態
に成形される工程を説明するための図である。また、図１０は、筒状に巻かれた状態に成
形された組織代用合成繊維布１００を示す斜視図である。また、図１１及び図１２は、組
織代用合成繊維布１００が大腿骨コンポーネント１０１に対して巻かれた状態で取り付け
られる工程を説明するための図である。
【００５５】
　図６（ａ）に示すように、自在に持ち運びが可能な巻き付け支持機構１１がテーブル（
図示を省略）の表面に載置される。そして、軸状部材１１ａと基台部１４との間に、略長
方形のシート状の組織代用合成繊維布１００が挿入される。この状態において、図６（ｂ
）に示すように、シート状の組織代用合成繊維布１００が軸状部材１１ａの周囲に下方か
ら巻き付けられる。そして、シート状の組織代用合成繊維布１００における巻き付け方向
の両端側が上方に引き出されるように配置される。
【００５６】
　上記の状態において、図７に示すように、押し付け機構１２及び保持機構１３が、一対
の円筒分割形状部材（１７ａ、１７ｂ）が円筒の内側を開放するように開いた状態で、軸
状部材１１ａと基台部１４との間に配置される。このとき、押し付け機構１２及び保持機
構１３は、一対の円筒分割形状部材（１７ａ、１７ｂ）の円筒軸方向が軸状部材１１ａの
円柱軸方向と平行となるように、配置される。
【００５７】
　上記の状態から、一対の円筒分割形状部材（１７ａ、１７ｂ）が、円筒に組み合わされ
て閉じた状態となるように、術者によって操作される。そして、このとき、一対の円筒分
割形状部材（１７ａ、１７ｂ）は、軸状部材１１ａに対して筒状に巻き付けられた組織代
用合成繊維布１００を周方向に覆った状態で組織代用合成繊維布１００を軸状部材１１ａ
に押し付けるように、閉じられる。この状態で、術者によって、保持部材２２が挟持部１
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９ｂに対して回転するように操作され、保持部材２２が挟持部１９ａ側の突起２１に係合
することになる。これにより、組織代用合成繊維布１００が周方向配置部材１６によって
軸状部材１１ａに押し付けられた状態で、保持部材２２により、周方向配置部材１６を介
して組織代用合成繊維布１００が軸状部材１１ａに対して保持される。
【００５８】
　上記の状態において、図８（ａ）及び図８（ｂ）に示すように、挟持部（１９ａ、１９
ｂ）で挟持された組織代用合成繊維布１００が、各縫合糸挿通孔２０から挿通される各縫
合糸１０５によって縫合される。尚、図８（ａ）は、周方向配置部材１６によって組織代
用合成繊維布１００が外周側から軸状部材１１ａに押し付けられるとともに、保持部材２
２により周方向配置部材１６を介して組織代用合成繊維布１００が軸状部材１１ａに対し
て保持され、更に、縫合糸１０５によって組織代用合成繊維布１００が筒状のまま縫合さ
れて固定された状態を示す斜視図である。また、図８（ｂ）は、図８（ａ）の側面図であ
る。
【００５９】
　また、縫合糸１０５によって縫合された組織代用合成繊維布１００において、挟持部（
１９ａ、１９ｂ）からはみ出した部分は不要となる。そこで、図９（ａ）の斜視図及び図
９（ｂ）の側面図に示すように、組織代用合成繊維布１００における挟持部（１９ａ、１
９ｂ）からはみ出した部分が切除される。尚、組織代替用合成繊維布１００における不要
な部分が切除された状態では、筒状の組織代用合成繊維布１００における巻き付け方向の
両端部には、挟持部（１９ａ、１９ｂ）に挟持されて縫合糸１０５で縫合された部分が、
縁部分１００ａとして残っている。
【００６０】
　図９（ａ）及び図９（ｂ）に示す状態から、術者によって、保持部材２２が挟持部１９
ｂに対して回転するように操作され、保持部材２２の突起２１に対する係合が解除される
。次いで、一対の円筒分割形状部材（１７ａ、１７ｂ）が、円筒に組み合わされて閉じた
状態から円筒の内側を開放するように開かれる。そして、組織代用合成繊維布１００が軸
状部材１１ａから抜き出されるように取り外される。これにより、図１０に示すように、
筒状に巻かれた状態に成形された組織代用合成繊維布１００が完成することになる。
【００６１】
　組織代用合成繊維布１００が筒状に巻かれた状態に成形されると、この組織代用合成繊
維布１００が、大腿骨コンポーネント１０１に対して、図１１の矢印Ｂで示す方向に被せ
られる。また、大腿骨コンポーネント１０１には、貫通孔として形成された複数の縫着用
孔１０１ａが設けられている。筒状の組織代用合成繊維布１００は、大腿骨コンポーネン
ト１０１に対して被せられた状態で、組織代用合成繊維布１００を貫通するとともに縫着
用孔１０１ａに挿通される縫合糸１０６（図１２（ｂ）を参照）によって、大腿骨コンポ
ーネント１０１に縫着されて固定される。
【００６２】
　図１２は、筒状の組織代用合成繊維布１００が、大腿骨コンポーネント１０１に被せら
れた状態で縫合糸１０６によって複数個所で大腿骨コンポーネント１０１に対して縫着さ
れて固定された状態を示す斜視図である。尚、図１２（ａ）及び図１２（ｂ）は、異なる
角度から見た状態を示している。図１２（ａ）及び図１２（ｂ）に示すように組織代用合
成繊維布１００が巻き付けられて取り付けられた大腿骨コンポーネント１０１は、大腿骨
１０２に設置される。このとき、大腿骨コンポーネント１０１は、その本体部分よりも小
径の軸状部分として設けられた遠位側の髄腔挿入部１０１ｂにおいて、大腿骨１０２の髄
腔部に挿入され、大腿骨１０２に設置される。
【００６３】
　組織代用合成繊維布１００が巻き付けられて取り付けられた大腿骨コンポーネント１０
１が大腿骨１０２に設置されると、図１に示すように、組織代用合成繊維布１００に対し
て軟部組織１０３が縫合糸１０４によって縫着されて結合される。これにより、大腿骨用
コンポーネント１０１と軟部組織１０３とが組織代用合成繊維布１００を介して結合され
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ることになる。
【００６４】
　以上説明したように、人工関節置換術用手術装置１によると、シート状の組織代用合成
繊維布１００は、軸状部材１１ａに筒状に巻き付けられた状態で周方向配置部材１６によ
って外周側から押し付けられる。そして、その状態で、保持部材２２によって、周方向配
置部材１６を介して、組織代用合成繊維布１００が軸状部材１１ａに保持される。このた
め、組織代用合成繊維布１００が軸状部材１１ａに巻かれた状態が容易に実現でき且つ維
持されることになる。そして、その状態において、術者は、縫合糸１０５を用いて組織代
用合成繊維布１００を筒状に固定する作業を容易に行うことができる。組織代用合成繊維
布１００が筒状に固定されると、押し付け機構１２及び保持機構１３は取り外されること
になる。
【００６５】
　組織代用合成繊維布１００が筒状に固定された後は、筒状の組織代用合成繊維布１００
を軸状部材１１ａから抜き出すようにして外し、そのまま簡単に大腿骨コンポーネント１
０１に対して被せて縫合糸１０６で固定することができる。よって、術者は、人工股関節
置換術の際に、手術装置１を用いることで、シート状の組織代用合成繊維布１００を大腿
骨コンポーネント１０１に対して巻き付けた状態で取り付ける作業を容易に行うことがで
きる。
【００６６】
　また、手術装置１によると、組織代用合成繊維布１００が大腿骨コンポーネント１０１
に巻かれて取り付けられた状態が容易に実現できるため、作業の熟練がほとんど要求され
ず、作業時間の短時間化も図られることになる。このため、術者の熟練度によって作業結
果に影響が生じてしまうことを抑制し、手術時間を短くすることもできる。
【００６７】
　従って、人工関節置換術用手術装置１によると、大腿骨コンポーネント１０１と軟部組
織１０３とをシート状の組織代用合成繊維布１００を介して結合する際に組織代用合成繊
維布１００を大腿骨コンポーネント１０１に対して巻き付けた状態で取り付ける作業を容
易にし、術者の熟練度によって作業結果に影響が生じてしまうことを抑制し、更に、手術
時間を短くすることができる。
【００６８】
　また、人工関節置換術用手術装置１によると、軸状部材１１ａに対して筒状に巻きつけ
られた組織代用合成繊維布１００を周方向に覆った状態で押し付ける周方向配置部材１６
が、一対の円筒分割形状部材（１７ａ、１７ｂ）として設けられる。このため、組織代用
合成繊維布１００を外周側から軸状部材１１ａに対して効率よく押し付ける構造を簡素な
部材で容易に実現することができる。
【００６９】
　また、人工関節置換術用手術装置１によると、一対の円筒分割形状部材（１７ａ、１７
ｂ）がヒンジ部１８によって開閉可能に連結される。このため、開いた状態の一対の円筒
分割形状部材（１７ａ、１７ｂ）を閉じる動作を行うだけで、軸状部材１１ａに対して筒
状に巻きつけられた組織代用合成繊維布１００を周方向に覆った状態で押し付ける作業を
更に容易に行うことができる。
【００７０】
　また、人工関節置換術用手術装置１によると、保持機構１３が一対の円筒分割形状部材
（１７ａ、１７ｂ）の一方の突起２１と他方に回転自在に支持されて突起２１に係合する
保持部材２２とで構成される。このため、周方向配置部材１６を介して組織代用合成繊維
布１００を軸状部材１１ａに対して保持する機構を簡素な部材で容易に実現することがで
きる。
【００７１】
　また、人工関節置換術用手術装置１によると、組織代用合成繊維布１００における巻き
付け方向の両端の縁部分側が、周方向配置部材１６の挟持部（１９ａ、１９ｂ）によって
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挟み込まれるように支持される。そして、この状態で、挟持部（１９ａ、１９ｂ）に形成
された縫合糸挿通孔２０に挿通される縫合糸１０５によって組織代用合成繊維布１００が
縫合される。よって、術者は、軸状部材１１ａに筒状に巻き付けられて保持された状態の
組織代用合成繊維布１００を縫合糸１０５によって固定する作業を更に容易に行うことが
できる。
【００７２】
　また、人工関節置換術用手術装置１によると、巻き付け支持機構１１の支持台１１ｂに
片持ち状に支持された軸状部材１１ａに対して、シート状の組織代用合成繊維布１００が
巻き付けられる。このため、術者は、支持台１１ｂにて安定して支持された軸状部材１１
ａに対して組織代用合成繊維布１００の巻き付け作業を行うことができ、組織代用合成繊
維布１００の巻き付け作業が更に容易となる。
【００７３】
〔第２実施形態〕
　次に、本考案の第２実施形態に係る人工関節置換術用手術装置について説明する。図１
３は、本考案の第２実施形態に係る人工関節置換術用手術装置２（以下、単に「手術装置
２」ともいう）を示す斜視図である。図１４は、手術装置２の正面図（図１４（ａ））及
び側面図（図１４（ｂ））である。図１５は、手術装置２の斜視図であって、図１３とは
異なる状態を示す図である。図１６は、図１５に示す手術装置の正面図（図１６（ａ））
及び側面図（図１６（ｂ））である。
【００７４】
　図１３乃至図１６に示す手術装置２は、第１実施形態の手術装置１と同様に、人工股関
節置換術において、大腿骨コンポーネント１０１と軟部組織１０３とをシート状の組織代
用合成繊維布１００を介して結合する際に組織代用合成繊維布１００を大腿骨コンポーネ
ント１０１に対して巻き付けた状態で取り付けるために用いられる。尚、以下の手術装置
２についての説明においては、第１実施形態と同様に構成される要素については、図面に
おいて同一の符号を付すことにより、そして、符号或いは説明を引用することにより、適
宜説明を省略する。
【００７５】
　図１３乃至図１６に示す手術装置２は、巻き付け支持機構１１、押し付け機構２３、及
び保持機構２４を備えて構成されている。尚、図１３乃至図１６では、巻き付け支持機構
１１の図示を省略している。巻き付け支持機構１１、押し付け機構２３、及び保持機構２
４は、医療機器の素材としての認可承認を得たステンレス鋼、チタン合金、コバルトクロ
ム合金などの金属材料により形成されている。
【００７６】
　図１３乃至図１６に示す押し付け機構２３は、周方向配置部材２５及びヒンジ部１８を
備えて構成されている。周方向配置部材２５は、軸状部材１１ａに対して略正方形又は略
長方形のシート状の組織代用合成繊維布１００が筒状に巻き付けられた状態で、筒状の組
織代用合成繊維布１００の周方向に亘って配置される部材として設けられている。そして
、押し付け機構２３は、この周方向配置部材２５によって組織代用合成繊維布１００を外
周側から軸状部材１１ａに対して押し付ける機構として構成されている。
【００７７】
　また、周方向配置部材２５は、組み合わされることで円筒を構成するように分割された
形状の部分を有する一対の開閉部材（２６ａ、２６ｂ）として設けられている。この一対
の開閉部材（２６ａ、２６ｂ）は、円筒が円筒軸方向に平行な面で半分に分割された形状
に形成されている。そして、一対の開閉部材（２６ａ、２６ｂ）は、円筒を構成するよう
に組み合わされた状態であって、軸状部材１１ａに対して筒状に巻き付けられた組織代用
合成繊維布１００を周方向に覆った状態で、組織代用合成繊維布１００を軸状部材１１ａ
に対して押し付けることになる。
【００７８】
　また、一対開閉部材（２６ａ、２６ｂ）は、第１実施形態における一対の円筒分割形状
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部材（１７ａ、１７ｂ）と同様に構成される部分を有しており、第１実施形態と同様にヒ
ンジ部１８を介して連結されている。これにより、一対の開閉部材（２６ａ、２６ｂ）は
、円筒状に配置される閉鎖状態と、閉鎖状態において円筒状に配置される部分が開くよう
に配置される開放状態と、の間で開閉駆動されるように構成されている。尚、図１３及び
図１４は、閉鎖状態である一対の開閉部材（２６ａ、２６ｂ）を示しており、図１５及び
図１６は、開放状態である一対の開閉部材（２６ａ２６ｂ）を示している。
【００７９】
　保持機構２４は、一対のレバー（２７ａ、２７ｂ）と、一対のレバー（２７ａ、２７ｂ
）を付勢するバネ部材としての保持部材２８とを備えて構成されている。一対のレバー（
２７ａ、２７ｂ）は、平行に延びる丸棒状の部分として設けられている。
【００８０】
　そして、一対のレバー（２７ａ、２７ｂ）のうちの一方のレバー２７ａは、一対の開閉
部材（２６ａ、２６ｂ）のうちの一方の開閉部材２６ａに対して、開閉部材２６ａの一部
である連結部分２９ａにて、一体に連結されている。また、一対のレバー（２７ａ、２７
ｂ）のうちの他方のレバー２７ｂは、一対の開閉部材（２６ａ、２６ｂ）のうちの他方の
開閉部材２６ｂに対して、開閉部材２６ｂの一部である連結部分２９ｂにて、一体に連結
されている。尚、各連結部分（２９ａ、２９ｂ）は、各開閉部材（２６ａ、２６ｂ）にお
いてその円筒軸方向における一方の端部側に配置されている。そして、各レバー（２７ａ
、２７ｂ）は、各連結部分（２９ａ、２９ｂ）から、各開閉部材（２６ａ、２６ｂ）の円
筒軸方向と平行に片持ち状に突出して設けられている。
【００８１】
　保持部材２８は、コイル状のバネ部材として設けられ、連結部分（２９ａ、２９ｂ）の
間に配置されている。そして、保持部材２８は、ヒンジ部１８の回転軸周りでコイル状に
巻かれたバネ部材としての一端側が連結部分２９ａに係止し、他端側が連結部分２９ｂに
係止している。これにより、保持部材２８は、連結部分（２９ａ、２９ｂ）を介して、連
結部分（２９ａ、２９ｂ）に一体に設けられたレバー（２７ａ、２７ｂ）を互いに離間す
る方向に付勢するように構成されている。
【００８２】
　上記により、手術装置２においては、保持部材２８によって一対のレバー（２７ａ、２
７ｂ）が互いに離間する方向に付勢されることで、一対の開閉部材（２６ａ、２６ｂ）に
おける開閉動作を行う本体部分が、閉鎖状態となる方向に付勢されるように構成されてい
る。そして、保持機構２４は、組織代用合成繊維布１００が周方向配置部材２５によって
軸状部材１１ａに押し付けられた状態で、保持部材２８により、周方向配置部材２５を介
して組織代用合成繊維布１００を軸状部材１１ａに対して保持するように構成されている
。即ち、バネ部材としての保持部材２８は、そのバネ力によって、周方向配置部材２５を
介して組織代替用合成繊維布１００を軸状部材１１ａに対して保持するように構成されて
いる。
【００８３】
　この手術装置２では、周方向配置部材２５によって組織代用合成繊維布１００が外周側
から軸状部材１１ａに押し付けられるとともに、保持部材２８により周方向配置部材２５
を介して組織代用合成繊維布１００が軸状部材１１ａに対して保持される。そして、その
状態において、縫合糸１０５によって組織代用合成繊維布１００が筒状のまま縫合され、
更に、組織代用合成繊維布１００における挟持部（１９ａ、１９ｂ）からはみ出した不要
な部分が切除される。手術装置２を用いて組織代用合成繊維布１００が筒状に巻かれた状
態に成形されると、術者は、保持部材２８のバネ力に抗して一対のレバー（２７ａ、２７
ｂ）を互いに接近させる方向に操作する。これにより、一対の開閉部材（２６ａ、２６ｂ
）が開放状態となるように駆動され、組織代用合成繊維布１００が軸状部材１１ａから抜
き出して取り外すことが可能となる。
【００８４】
　以上説明した人工関節置換術用手術装置２によると、第１実施形態と同様の効果を奏す
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ることができる。即ち、人工関節置換術用手術装置２によると、大腿骨コンポーネント１
０１と軟部組織１０３とをシート状の組織代用合成繊維布１００を介して結合する際に組
織代用合成繊維布１００を大腿骨コンポーネント１０１に対して巻き付けた状態で取り付
ける作業を容易にし、術者の熟練度によって作業結果に影響が生じてしまうことを抑制し
、更に、手術時間を短くすることができる。
【００８５】
　また、人工関節置換術用手術装置２によると、保持部材２８が、バネ力によって組織代
用合成繊維布１００を軸状部材１１ａに対して保持するバネ部材として構成される。この
ため、術者の操作に基づいて保持部材２８が弾性変形することで、容易に組織代用合成繊
維布１００を保持可能な状態となり、更に、弾性変形させる操作を解除することで、バネ
力が作用可能な安定した状態で組織代用合成繊維布１００を保持することができる。よっ
て、操作が容易で組織代用合成繊維布１００の安定した保持が可能な保持部材２８を実現
することができる。
【００８６】
　また、人工関節置換術用手術装置２によると、術者は、周方向配置部材２５を構成する
一対の開閉部材（２６ａ、２６ｂ）にそれぞれ設けられた一対のレバー（２７ａ、２７ｂ
）をバネ部材である保持部材２８のバネ力に抗して操作することで、一対の開閉部材（２
６ａ、２６ｂ）を開放状態とし、容易に組織代用合成繊維布１００を保持可能な状態にで
きる。そして、一対のレバー（２７ａ、２７ｂ）の操作を解除することで、一対の開閉部
材（２６ａ、２６ｂ）がバネ力によって閉鎖状態となり、バネ力が作用可能な安定した状
態で組織代用合成繊維布１００を保持することができる。よって、レバー（２７ａ、２７
ｂ）によって容易に操作が可能であって、バネ力によって組織代用合成繊維布１００を安
定して保持できる保持機構２４を実現することができる。
【００８７】
〔第３実施形態〕
　次に、本考案の第３実施形態に係る人工関節置換術用手術装置について説明する。図１
７は、本考案の第３実施形態に係る人工関節置換術用手術装置３（以下、単に「手術装置
３」ともいう）を示す斜視図である。図１８は、手術装置３の左側面図（図１８（ａ））
、正面図（図１８（ｂ））及び右側面図（図１８（ｃ））である。
【００８８】
　図１７及び図１８に示す手術装置３は、第１実施形態の手術装置１と同様に、人工股関
節置換術において、大腿骨コンポーネント１０１と軟部組織１０３とをシート状の組織代
用合成繊維布１００を介して結合する際に組織代用合成繊維布１００を大腿骨コンポーネ
ント１０１に対して巻き付けた状態で取り付けるために用いられる。尚、以下の手術装置
３についての説明においては、第１実施形態と同様に構成される要素については、図面に
おいて同一の符号を付すことにより、そして、符号或いは説明を引用することにより、適
宜説明を省略する。
【００８９】
　図１７及び図１８に示す手術装置３は、巻き付け支持機構１１、押し付け機構３０、及
び保持機構３１を備えて構成されている。尚、図１７及び図１８では、巻き付け支持機構
１１の図示を省略している。巻き付け支持機構１１、押し付け機構３０、及び保持機構３
１は、医療機器の素材としての認可承認を得たステンレス鋼、チタン合金、コバルトクロ
ム合金などの金属材料により形成されている。また、手術装置３は、押し付け機構３０及
び保持機構３１が、共通する同一の部材によって構成されている。
【００９０】
　押し付け機構３０は、周方向配置部材３２を備えて構成されている。そして、保持機構
３１は、周方向配置部材３２によって構成された保持部材３２を備えて構成されている。
即ち、周方向配置部材３２及び保持部材３２は、共通する同一の部材３２として構成され
ている。以下、部材３２について、周方向配置部材３２としての構成と保持部材３２とし
ての構成を説明する。
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【００９１】
　周方向配置部材３２は、１カ所が開放された筒状に湾曲して形成された部分を有する部
材として設けられている。そして、この周方向配置部材３２は、軸状部材１１ａに対して
略正方形又は略長方形のシート状の組織代用合成繊維布１００が筒状に巻き付けられた状
態で、筒状の組織代用合成繊維布１００の周方向に亘って配置される部材として設けられ
ている。また、押し付け機構３０は、この周方向配置部材３２によって組織代用合成繊維
布１００を外周側から軸状部材１１ａに対して押し付ける機構として構成されている。
【００９２】
　保持部材３２は、１カ所が開放された筒状に湾曲して形成された部分を有するバネ部材
として設けられている。そして、保持機構３１は、組織代用合成繊維布１００が周方向配
置部材３２によって軸状部材１１ａに押し付けられた状態で、周方向配置部材３２でもあ
る保持部材３２により、組織代用合成繊維布１００を軸状部材１１ａに対して保持するよ
うに構成されている。また、バネ部材としての保持部材３２は、拡径した後に弾性回復す
るバネ力によって縮径することで、周方向配置部材３２を介して組織代用合成繊維布１０
０を軸状部材１１ａに対して保持するように構成されている。
【００９３】
　この手術装置３では、周方向配置部材３２によって組織代用合成繊維布１００が外周側
から軸状部材１１ａに押し付けられるとともに、周方向配置部材３２でもある保持部材３
２により組織代用合成繊維布１００が軸状部材１１ａに対して保持される。そして、その
状態において、縫合糸１０５によって組織代用合成繊維布１００が筒状のまま縫合される
。手術装置３を用いて組織代用合成繊維布１００が筒状に巻かれた状態に成形されると、
術者は、保持部材３２のバネ力に抗してこの保持部材３２を少し拡径させるように操作す
る。これにより、保持部材３２が、巻き付け支持機構１１から取り外され、組織代用合成
繊維布１００が軸状部材１１ａから抜き出して取り外すことが可能となる。尚、術者は、
保持部材３２を拡径させるように操作する際には、保持部材３２の開放された部分におけ
る両方の端部にそれぞれ設けられたつまみ操作部（３２ａ、３２ｂ）を指でつまむように
して操作することになる。
【００９４】
　以上説明した人工関節置換術用手術装置３によると、第１実施形態と同様の効果を奏す
ることができる。即ち、人工関節置換術用手術装置３によると、大腿骨コンポーネント１
０１と軟部組織１０３とをシート状の組織代用合成繊維布１００を介して結合する際に組
織代用合成繊維布１００を大腿骨コンポーネント１０１に対して巻き付けた状態で取り付
ける作業を容易にし、術者の熟練度によって作業結果に影響が生じてしまうことを抑制し
、更に、手術時間を短くすることができる。
【００９５】
　また、人工関節置換術用手術装置３によると、保持部材３２が、バネ力によって組織代
用合成繊維布１００を軸状部材１１ａに対して保持するバネ部材として構成される。この
ため、術者の操作に基づいて保持部材３２が弾性変形することで、容易に組織代用合成繊
維布１００を保持可能な状態となり、更に、弾性変形させる操作を解除することで、バネ
力が作用可能な安定した状態で組織代用合成繊維布１００を保持することができる。よっ
て、操作が容易で組織代用合成繊維布１００の安定した保持が可能な保持部材３２を実現
することができる。
【００９６】
　また、人工関節置換術用手術装置３によると、バネ部材としての保持部材３２が、１カ
所が開放された筒状に湾曲して形成された部分を有して拡縮動作を行うことで作動する周
方向配置部材３２として構成される。このため、周方向配置部材３２と保持部材３２とが
共通化されるため、部材点数の削減と構成の簡素化を図ることができる。
【００９７】
　以上、本考案の実施形態について説明したが、本考案は前述の実施の形態に限られるも
のではなく、実用新案登録請求の範囲に記載した限りにおいて様々な変更が可能なもので
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ある。例えば、次のように変更して実施してもよい。
【００９８】
（１）第１乃至第３実施形態では、人工股関節置換術において用いられる人工関節置換術
用手術装置を例にとって説明したが、この通りでなくもよい。本考案の人工関節置換術用
手術装置が、人工股関節置換術以外の人工関節置換術、例えば、人工肩関節置換術或いは
人工膝関節置換術において用いられる人工関節置換術用手術装置として実施されてもよい
。
【００９９】
（２）第１乃至第３実施形態では、軸状部材が設けられた巻き付け支持機構を備える人工
関節置換術用手術装置を例にとって説明したが、この通りでなくてもよい。軸状部材が設
けられない場合、押し付け機構は、人工関節用コンポーネントに対して組織代用合成繊維
布が筒状に巻き付けられた状態で、筒状の組織代用合成繊維布の周方向に亘って配置され
る周方向配置部材を有するとともに周方向配置部材によって組織代用合成繊維布を外周側
から人工関節用コンポーネントに対して押し付ける機構として構成される。そして、保持
機構は、周方向配置部材に取り付けられる部材として構成され又は周方向配置部材によっ
て構成された保持部材を有し、組織代用合成繊維布が周方向配置部材によって人工関節用
コンポーネントに押し付けられた状態で、保持部材により、周方向配置部材を介して組織
代用合成繊維布を人工関節用コンポーネントに対して保持する機構として構成される。
【０１００】
（３）軸状部材が、人工関節用コンポーネントの配置等を術者が検討する際に用いられる
トライアル部材として構成されていてもよい。この場合、巻き付け支持機構が、トライア
ル部材としての軸状部材を着脱自在に支持する支持台を備えて構成されていてもよい。
【０１０１】
（４）第１実施形態において、周方向配置部材である一対の円筒分割形状部材が、ヒンジ
部で連結されておらず、一対の分離した状態の部材として構成されていてもよい。また、
第１実施形態において、保持部材が、周方向配置部材に対して着脱自在に取り付けられる
部材として構成されていてもよい。
【０１０２】
（５）第２実施形態において、一対の開閉部材が、環状に配置される閉鎖状態と、閉鎖状
態において環状に配置される部分が開くように配置される開放状態と、の間で開閉駆動さ
れるように構成されていてもよい。
【０１０３】
（６）第３実施形態において、周方向配置部材によって構成される保持部材が、１カ所が
開放された環状に湾曲して形成された部分を有するバネ部材として設けられていてもよい
。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本考案は、関節を人工関節に置換する手術において、人工関節用コンポーネントと軟部
組織とをシート状の組織代用合成繊維布を介して結合する際に組織代用合成繊維布を人工
関節用コンポーネントに対して巻き付けた状態で取り付けるために用いられる、人工関節
置換術用手術装置として、広く適用することができるものである。
【符号の説明】
【０１０５】
１　　　　　　　　　　　人工膝関節置換術用手術装置
１１ａ　　　　　　　　　軸状部材
１２　　　　　　　　　　押し付け機構
１３　　　　　　　　　　保持機構
１６　　　　　　　　　　周方向配置部材
２２　　　　　　　　　　保持部材
１００　　　　　　　　　組織代用合成繊維布
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１０１　　　　　　　　　大腿骨コンポーネント（人工関節用コンポーネント）
１０３　　　　　　　　　軟部組織

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(22) JP 2014-111224 A 2014.6.19

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(23) JP 2014-111224 A 2014.6.19

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月27日(2014.3.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、関節を人工関節に置換する手術において、人工関節用コンポーネントと軟部
組織とをシート状の組織代用合成繊維布を介して結合する際に当該組織代用合成繊維布を
前記人工関節用コンポーネントに対して巻き付けた状態で取り付けるために用いられる、
人工関節置換術用手術装置に関する。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明は、上記実情に鑑みることにより、人工関節用コンポーネントと軟部組織とをシ
ート状の組織代用合成繊維布を介して結合する際に組織代用合成繊維布を人工関節用コン
ポーネントに対して巻き付けた状態で取り付ける作業を容易にし、術者の熟練度によって
作業結果に影響が生じてしまうことを抑制し、更に、手術時間を短くすることができる、
人工関節置換術用手術装置を提供することを目的とする。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記目的を達成するための本発明に係る人工関節置換術用手術装置は、関節を人工関節
に置換する手術において、人工関節用コンポーネントと軟部組織とをシート状の組織代用
合成繊維布を介して結合する際に当該組織代用合成繊維布を前記人工関節用コンポーネン
トに対して巻き付けた状態で取り付けるために用いられる、人工関節置換術用手術装置に
関する。そして、本発明に係る人工関節置換術用手術装置は、前記人工関節用コンポーネ
ントに対して又は当該人工関節用コンポーネントに対応した軸状部材に対して前記組織代
用合成繊維布が筒状に巻き付けられた状態で、筒状の前記組織代用合成繊維布の周方向に
亘って配置される周方向配置部材を有するとともに、前記周方向配置部材によって前記組
織代用合成繊維布を外周側から前記人工関節用コンポーネント又は前記軸状部材に対して
押し付ける押し付け機構と、前記周方向配置部材に取り付けられる部材として構成され又
は当該周方向配置部材によって構成された保持部材を有し、前記組織代用合成繊維布が前
記周方向配置部材によって前記人工関節用コンポーネント又は前記軸状部材に押し付けら
れた状態で、前記保持部材により、前記周方向配置部材を介して前記組織代用合成繊維布
を前記人工関節用コンポーネント又は前記軸状部材に対して保持する保持機構と、を備え
ていることを特徴とする。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　この構成によると、シート状の組織代用合成繊維布は、人工関節用コンポーネント又は
軸状部材に筒状に巻き付けられた状態で周方向配置部材によって外周側から押し付けられ
る。そして、その状態で、保持部材によって、周方向配置部材を介して、組織代用合成繊
維布が人工関節用コンポーネント又は軸状部材に保持される。このため、組織代用合成繊
維布が人工関節用コンポーネント又は軸状部材に巻かれた状態が容易に実現でき且つ維持
されることになる。そして、その状態において、術者は、縫合糸を用いて組織代用合成繊
維布を筒状に固定する作業を容易に行うことができる。組織代用合成繊維布が筒状に固定
されると、押し付け機構及び保持機構は取り外されることになる。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　尚、組織代用合成繊維布が筒状に固定された後は、組織代用合成繊維布が人工関節用コ
ンポーネントに巻かれている場合は、筒状の組織代用合成繊維布をそのまま簡単に人工関
節用コンポーネントに対して縫合糸で固定することができる。また、組織代用合成繊維布
が人工関節用コンポーネントに対応する軸状部材に巻かれている場合は、筒状の組織代用
合成繊維布を軸状部材から抜き出すようにして外し、そのまま簡単に人工関節用コンポー
ネントに対して被せて縫合糸で固定することができる。よって、術者は、人工関節置換術
の際に、本発明の人工関節置換術用手術装置を用いることで、シート状の組織代用合成繊
維布を人工関節用コンポーネントに対して巻き付けた状態で取り付ける作業を容易に行う
ことができる。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、本発明の人工関節置換術用手術装置によると、前述のように、組織代用合成繊維
布が人工関節用コンポーネントに巻かれて取り付けられた状態が容易に実現できるため、
作業の熟練がほとんど要求されず、作業時間の短時間化も図られることになる。このため
、術者の熟練度によって作業結果に影響が生じてしまうことを抑制し、手術時間を短くす
ることもできる。
 
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　従って、本発明によると、人工関節用コンポーネントと軟部組織とをシート状の組織代
用合成繊維布を介して結合する際に組織代用合成繊維布を人工関節用コンポーネントに対
して巻き付けた状態で取り付ける作業を容易にし、術者の熟練度によって作業結果に影響
が生じてしまうことを抑制し、更に、手術時間を短くすることができる、人工関節置換術
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用手術装置を提供することができる。
 
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明に係る人工関節置換術用手術装置は、前記周方向配置部材は、組み合わされるこ
とで円筒を構成するように分割された形状である一対の円筒分割形状部材として設けられ
、前記人工関節用コンポーネント又は前記軸状部材に対して筒状に巻きつけられた前記組
織代用合成繊維布を周方向に覆った状態で当該組織代用合成繊維布を前記人工関節用コン
ポーネント又は前記軸状部材に押し付けることが好ましい。
 
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　この構成によると、人工関節用コンポーネント又は軸状部材に対して筒状に巻きつけら
れた組織代用合成繊維布を周方向に覆った状態で押し付ける周方向配置部材が、一対の円
筒分割形状部材として設けられる。このため、組織代用合成繊維布を外周側から人工関節
用コンポーネント又は軸状部材に対して効率よく押し付ける構造を簡素な部材で容易に実
現することができる。
 
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明に係る人工関節置換術用手術装置は、一対の前記円筒分割形状部材は、円筒に組
み合わされて閉じた状態と円筒の内側を開放するように開いた状態との間で開閉可能に連
結するヒンジ部によって連結されていることが好ましい。
 
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　この構成によると、一対の円筒分割形状部材がヒンジ部によって開閉可能に連結される
。このため、開いた状態の一対の円筒分割形状部材を閉じる動作を行うだけで、人工関節
用コンポーネント又は軸状部材に対して筒状に巻きつけられた組織代用合成繊維布を周方
向に覆った状態で押し付ける作業を更に容易に行うことができる。
 
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明に係る人工関節置換術用手術装置は、前記保持機構は、一対の前記円筒分割形状
部材の一方に設けられた突起と、一対の前記円筒分割形状部材の他方に対して回転可能に
支持され、前記突起に係合することで、一対の前記円筒分割形状部材が円筒に組み合わさ
れた状態を保持する前記保持部材と、を有することが好ましい。
 
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　この構成によると、保持機構が一対の円筒分割形状部材の一方の突起と他方に回転自在
に支持されて突起に係合する保持部材とで構成される。このため、周方向配置部材を介し
て組織代用合成繊維布を人工関節用コンポーネント又は軸状部材に対して保持する機構を
簡素な部材で容易に実現することができる。
 
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　本発明に係る人工関節置換術用手術装置は、前記保持部材は、バネ部材として設けられ
、バネ力によって、前記周方向配置部材を介して前記組織代用合成繊維布を前記人工関節
用コンポーネント又は前記軸状部材に対して保持することが好ましい。
 
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　この構成によると、保持部材が、バネ力によって組織代用合成繊維布を人工関節用コン
ポーネント又は軸状部材に対して保持するバネ部材として構成される。このため、術者の
操作に基づいて保持部材が弾性変形することで、容易に組織代用合成繊維布を保持可能な
状態となり、更に、弾性変形させる操作を解除することで、バネ力が作用可能な安定した
状態で組織代用合成繊維布を保持することができる。よって、操作が容易で組織代用合成
繊維布の安定した保持が可能な保持部材を実現することができる。
 
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　本発明に係る人工関節置換術用手術装置は、前記保持機構は、一対のレバーと、一対の
前記レバーを付勢する前記バネ部材としての前記保持部材と、を有し、前記周方向配置部
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材は、筒状又は環状に配置される閉鎖状態と、前記閉鎖状態において筒状又は環状に配置
される部分が開くように配置される開放状態と、の間で開閉駆動される一対の開閉部材と
して設けられ、一対の前記レバーのうちの一方が一対の前記開閉部材のうちの一方に一体
に連結され、一対の前記レバーのうちの他方が一対の前記開閉部材のうちの他方に一体に
連結されていることが好ましい。
 
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　この構成によると、術者は、周方向配置部材を構成する一対の開閉部材にそれぞれ設け
られた一対のレバーをバネ部材のバネ力に抗して操作することで、一対の開閉部材を開放
状態とし、容易に組織代用合成繊維布を保持可能な状態にできる。そして、一対のレバー
の操作を解除することで、一対の開閉部材がバネ力によって閉鎖状態となり、バネ力が作
用可能な安定した状態で組織代用合成繊維布を保持することができる。よって、レバーに
よって容易に操作が可能であって、バネ力によって組織代用合成繊維布を安定して保持で
きる保持機構を実現することができる。
 
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　本発明に係る人工関節置換術用手術装置は、前記保持部材は、前記周方向配置部材によ
って構成され、１カ所が開放された筒状又は環状に湾曲して形成された部分を有する前記
バネ部材として設けられ、拡径した後に弾性回復するバネ力によって縮径することで、前
記周方向配置部材を介して前記組織代用合成繊維布を前記人工関節用コンポーネント又は
前記軸状部材に対して保持することが好ましい。
 
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　この構成によると、バネ部材としての保持部材が、１カ所が開放された筒状又は環状に
湾曲して形成された部分を有して拡縮動作を行うことで作動する周方向配置部材として構
成される。このため、周方向配置部材と保持部材とが共通化されるため、部材点数の削減
と構成の簡素化を図ることができる。
 
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　本発明に係る人工関節置換術用手術装置は、前記周方向配置部材には、前記人工関節用
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コンポーネント又は前記軸状部材に巻き付けられた前記組織代用合成繊維布における巻き
付け方向の両端の縁部分側を挟み込むように支持する挟持部が設けられ、前記挟持部には
、前記組織代用合成繊維布を縫合する縫合糸が挿通される縫合糸挿通孔が形成されている
ことが好ましい。
 
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　この構成によると、組織代用合成繊維布における巻き付け方向の両端の縁部分側が、周
方向配置部材の挟持部によって挟み込まれるように支持される。そして、この状態で、挟
持部に形成された縫合糸挿通孔に挿通される縫合糸によって組織代用合成繊維布が縫合さ
れる。よって、術者は、人工関節用コンポーネント又は軸状部材に筒状に巻き付けられて
保持された状態の組織代用合成繊維布を縫合糸によって固定する作業を更に容易に行うこ
とができる。
 
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　本発明に係る人工関節置換術用手術装置は、前記軸状部材と、前記軸状部材を片持ち状
に支持する支持台と、を有する巻き付け支持機構が更に備えられていることが好ましい。
 
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　この構成によると、巻き付け支持機構の支持台に片持ち状に支持された軸状部材に対し
て、シート状の組織代用合成繊維布が巻き付けられる。このため、術者は、支持台にて安
定して支持された軸状部材に対して組織代用合成繊維布の巻き付け作業を行うことができ
、組織代用合成繊維布の巻き付け作業が更に容易となる。
 
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　本発明によると、人工関節用コンポーネントと軟部組織とをシート状の組織代用合成繊
維布を介して結合する際に組織代用合成繊維布を人工関節用コンポーネントに対して巻き
付けた状態で取り付ける作業を容易にし、術者の熟練度によって作業結果に影響が生じて
しまうことを抑制し、更に、手術時間を短くすることができる、人工関節置換術用手術装
置を提供することができる。
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【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
【図１】人工関節用コンポーネントと軟部組織とが組織代用合成繊維布を介して結合され
た状態を模式的に示す斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る人工関節置換術用手術装置を示す斜視図である。
【図３】図２に示す人工関節置換術用手術装置における押し付け機構及び保持機構を示す
斜視図である。
【図４】図３に示す押し付け機構及び保持機構の斜視図であって、図３とは異なる状態を
示す図である。
【図５】図３に示す押し付け機構及び保持機構の側面図である。
【図６】図２に示す人工関節置換術用手術装置によって組織代用合成繊維布が筒状に巻か
れた状態に成形される工程を説明するための図である。
【図７】図２に示す人工関節置換術用手術装置によって組織代用合成繊維布が筒状に巻か
れた状態に成形される工程を説明するための図である。
【図８】図２に示す人工関節置換術用手術装置によって組織代用合成繊維布が筒状に巻か
れた状態に成形される工程を説明するための図である。
【図９】図２に示す人工関節置換術用手術装置によって組織代用合成繊維布が筒状に巻か
れた状態に成形される工程を説明するための図である。
【図１０】筒状に巻かれた状態に成形された組織代用合成繊維布を示す斜視図である。
【図１１】人工関節用コンポーネントに対して図１０に示す組織代用合成繊維布が巻かれ
た状態で取り付けられる工程を説明するための図である。
【図１２】人工関節用コンポーネントに対して図１０に示す組織代用合成繊維布が巻かれ
た状態で取り付けられる工程を説明するための図である。
【図１３】本発明の第２実施形態に係る人工関節置換術用手術装置を示す斜視図である。
【図１４】図１３に示す人工関節置換術用手術装置の正面図及び側面図である。
【図１５】図１３に示す人工関節置換術用手術装置の斜視図であって、図１３とは異なる
状態を示す図である。
【図１６】図１５に示す人工関節置換術用手術装置の正面図及び側面図である。
【図１７】本発明の第３実施形態に係る人工関節置換術用手術装置を示す斜視図である。
【図１８】図１７に示す人工関節置換術用手術装置の左側面図、正面図及び右側面図であ
る。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しつつ説明する。本発明は、関
節を人工関節に置換する手術において、人工関節用コンポーネントと軟部組織とをシート
状の組織代用合成繊維布を介して結合する際に組織代用合成繊維布を人工関節用コンポー
ネントに対して巻き付けた状態で取り付けるために用いられる、人工関節置換術用手術装
置として、広く適用することができるものである。
 
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７



(31) JP 2014-111224 A 2014.6.19

【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　次に、本発明の第１実施形態に係る人工関節置換術用手術装置について説明する。図２
は、本発明の第１実施形態に係る人工関節置換術用手術装置１（以下、単に「手術装置１
」ともいう）を示す斜視図である。前述した組織代用合成繊維布１００は、図２に示す手
術装置１が用いられることで、シート状に広がった状態から筒状に巻かれた状態に成形さ
れることになる。尚、組織代用合成繊維布１００は、例えば、ポリプロピレン製の糸が織
られることで形成されたメッシュ状の布として構成されている。
 
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
〔第２実施形態〕
　次に、本発明の第２実施形態に係る人工関節置換術用手術装置について説明する。図１
３は、本発明の第２実施形態に係る人工関節置換術用手術装置２（以下、単に「手術装置
２」ともいう）を示す斜視図である。図１４は、手術装置２の正面図（図１４（ａ））及
び側面図（図１４（ｂ））である。図１５は、手術装置２の斜視図であって、図１３とは
異なる状態を示す図である。図１６は、図１５に示す手術装置の正面図（図１６（ａ））
及び側面図（図１６（ｂ））である。
 
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
〔第３実施形態〕
　次に、本発明の第３実施形態に係る人工関節置換術用手術装置について説明する。図１
７は、本発明の第３実施形態に係る人工関節置換術用手術装置３（以下、単に「手術装置
３」ともいう）を示す斜視図である。図１８は、手術装置３の左側面図（図１８（ａ））
、正面図（図１８（ｂ））及び右側面図（図１８（ｃ））である。
 
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述の実施の形態に限られるも
のではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて様々な変更が可能なものである。例
えば、次のように変更して実施してもよい。
 
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９８
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００９８】
（１）第１乃至第３実施形態では、人工股関節置換術において用いられる人工関節置換術
用手術装置を例にとって説明したが、この通りでなくもよい。本発明の人工関節置換術用
手術装置が、人工股関節置換術以外の人工関節置換術、例えば、人工肩関節置換術或いは
人工膝関節置換術において用いられる人工関節置換術用手術装置として実施されてもよい
。
 
【手続補正３２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
　本発明は、関節を人工関節に置換する手術において、人工関節用コンポーネントと軟部
組織とをシート状の組織代用合成繊維布を介して結合する際に組織代用合成繊維布を人工
関節用コンポーネントに対して巻き付けた状態で取り付けるために用いられる、人工関節
置換術用手術装置として、広く適用することができるものである。
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