
JP 4602338 B2 2010.12.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　髄内ネイルアセンブリにおいて、
　ａ．髄管に嵌め込むことができるネイルコンポーネントであって、ピンが前記ネイルコ
ンポーネントを貫通できるようにしている少なくとも１つの開口部を壁部に有するネイル
コンポーネントと、
　ｂ．固定スリーブであって、前記固定スリーブを貫通する少なくとも一つの開口部を有
し、前記開口部によりピンが前記固定スリーブを貫通可能である、固定スリーブと、を備
え、
　前記固定スリーブ及び前記ネイルコンポーネントの一方が中空内腔を有し、前記固定ス
リーブ及び前記ネイルコンポーネントの他方を前記一方に同軸でスライドするような配置
で嵌め込み、前記ネイルコンポーネントの前記壁部にある前記開口部を前記固定スリーブ
にある前記開口部に位置を合わせることができるようにしてあり、
　前記髄内ネイルアセンブリは、
　ｃ．前記ネイルコンポーネント及び前記固定スリーブにある前記開口部の位置を揃えた
ときに、前記固定スリーブの及び前記ネイルコンポーネントの壁部にある前記開口部に挿
入して横切るように通すことができる固定ピンと、
　ｄ．前記固定スリーブを前記ネイルコンポーネントに対し相対的に軸方向に動かし、前
記ネイルコンポーネント及び前記固定スリーブにおける位置を揃えた前記開口部に挿入し
て通した前記固定ピンがしっかりと保持されるようにするアクチュエータと、をさらに備
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え、
　前記固定スリーブはその壁部に形成された細長い溝部を有し、それにより、前記固定ス
リーブが前記アクチュエータにより動かされたときに前記固定スリーブおよび前記固定ピ
ンに対する前記アクチュエータの作用により、前記固定スリーブが変形するように形成さ
れている、髄内ネイルアセンブリ。
【請求項２】
　請求項１記載の髄内ネイルアセンブリにおいて、
　前記アクチュエータがねじ付きキャップを備え、前記固定スリーブが一端に又は一端の
近くに対応するねじ部を有し、前記ねじ付きキャップを前記固定スリーブの前記ねじ部と
係合させることにより、前記固定スリーブを前記ネイルコンポーネントの前記内腔の中で
軸方向に動かすことができる、髄内ネイルアセンブリ。
【請求項３】
　請求項１記載の髄内ネイルアセンブリにおいて、
　前記ネイルコンポーネントが、少なくとも第１及び第２の開口部を前記ネイルコンポー
ネントの壁部に有し、ピンが、前記ネイルコンポーネントを２つの異なる位置で貫通でき
るようにしている、髄内ネイルアセンブリ。
【請求項４】
　請求項３記載の髄内ネイルアセンブリにおいて、
　前記第１の開口部が前記第２の開口部に対し相対的に放射方向にずれている、髄内ネイ
ルアセンブリ。
【請求項５】
　請求項３記載の髄内ネイルアセンブリにおいて、
　前記第１の開口部が前記第２の開口部に対し相対的に前記ネイルコンポーネントの軸に
沿ってずれている、髄内ネイルアセンブリ。
【請求項６】
　請求項１記載の髄内ネイルアセンブリにおいて、
　前記固定スリーブが、前記固定スリーブを貫通する少なくとも第１及び第２の開口部を
有する、髄内ネイルアセンブリ。
【請求項７】
　請求項６記載の髄内ネイルアセンブリにおいて、
　前記固定スリーブにある前記開口部の内の第１の開口部が、前記開口部の内の第２の開
口部に対し相対的に放射方向にずれている、髄内ネイルアセンブリ。
【請求項８】
　請求項６記載の髄内ネイルアセンブリにおいて、
　前記固定スリーブにある前記開口部の内の第１の開口部が、前記開口部の内の第２の開
口部に対し相対的に前記固定スリーブの軸に沿ってずれている、髄内ネイルアセンブリ。
【請求項９】
　請求項１記載の髄内ネイルアセンブリにおいて、
　前記固定スリーブが、当該固定スリーブの全長の少なくとも一部にわたって中空になっ
ており、前記ネイルコンポーネントが前記固定スリーブに入れられている、髄内ネイルア
センブリ。
【請求項１０】
　請求項１記載の髄内ネイルアセンブリにおいて、
　前記ネイルコンポーネントが、当該ネイルコンポーネントの全長の少なくとも一部にわ
たって中空になっており、前記固定スリーブが前記ネイルコンポーネントに入れられてい
る、髄内ネイルアセンブリ。
【請求項１１】
　請求項１０記載の髄内ネイルアセンブリにおいて、
　前記固定スリーブが、ねじ部が切ってある内腔を前記固定スリーブの近位端部に有して
おり、前記アクチュエータが雄ねじ付き軸部を有するプラグを備えており、前記雄ねじ付



(3) JP 4602338 B2 2010.12.22

10

20

30

40

50

き軸部が前記固定スリーブの前記内腔の前記ねじ部と係合して前記固定スリーブを張力が
かかった状態におく、髄内ネイルアセンブリ。
【請求項１２】
　請求項１０記載の髄内ネイルアセンブリにおいて、
　前記ネイルコンポーネントが、ねじ部が切ってある内腔を前記ネイルコンポーネントの
近位端部に有しており、前記アクチュエータが雄ねじ付き軸部を有するプラグを備えてお
り、前記プラグにある前記ねじ付き軸部が前記ネイルコンポーネントの前記内腔の前記ね
じ部と係合することができ、これにより、前記アクチュエータを前記ネイルコンポーネン
トの前記内腔に押し込み、前記アクチュエータの端部を前記固定スリーブと係合させて、
前記固定スリーブを圧縮された状態におくことができる、髄内ネイルアセンブリ。
【請求項１３】
　請求項１記載の髄内ネイルアセンブリにおいて、
　前記ネイルコンポーネント及び前記固定スリーブの一方が壁部に切り込まれた長手方向
の溝部を有し、かつ、他方が舌状部を有し、前記舌状部は、前記溝部に嵌め込んで、前記
ネイルコンポーネントが前記固定スリーブに対し相対的にスライドするときに前記溝部に
沿ってスライドさせることで、前記ネイルコンポーネントと前記固定スリーブとの相対的
な角度方向のずれを制御することができる、髄内ネイルアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
　本発明は、髄内釘アセンブリに関するものである。
【０００２】
　（上腕骨、大腿骨、及び脛骨のような）長骨の骨折は、一般に、髄内釘を用いて治療す
る。骨の断片は、髄内管(intramedullary canal)に挿入したネイルコンポーネントを用い
て位置を合わせた状態で保持する。ネイルコンポーネントは、固定ピンを用いて適所に保
持でき、この固定ピンは、髄内管を横切るように伸びていて、骨の組織及びネイルコンポ
ーネントの開口部を通って延びている。２つ以上の固定ピンを使用することができ、これ
らの固定ピンは、放射方向及び軸方向に間隔をあけて配置されたネイルコンポーネントの
開口部を通って延びている。
【０００３】
　固定ピンは、ネイルコンポーネントにある開口部を通ってスライドすることができる。
固定ピンは、骨の組織と係合することにより、その処置位置に保持される。固定ピンは、
例えば、骨組織が骨粗鬆症になっていれば、その骨組織が退化することにより緩くなるこ
とがある。ネイルの開口端の近くにある固定ピンの緩みを、ネイルの軸方向に延びる内腔
に、ピンと係合するように挿入したエンドキャップを用いて防ぐことが知られている。し
かしながら、これは、ネイルの開口端の近くにある固定ピン以外の固定ピンを固定するの
に用いることができない。
【０００４】
　本発明は、髄内釘アセンブリを提供するものであり、この髄内釘は固定スリーブを含ん
でおり、この固定スリーブは、ネイルコンポーネントの内腔に嵌め込むことができる。固
定スリーブは、その壁部に少なくとも一つの開口部を有し、この開口部は、ネイルコンポ
ーネントの壁部にある開口部と位置を合わせることができる。
【０００５】
　したがってある態様では、本発明は髄内釘アセンブリを提供するものであり、この髄内
釘アセンブリは、
　ａ．髄管に嵌め込むことができるネイルコンポーネントであって、壁部に少なくとも一
つの開口部であってピンがネイルを貫通できるようにする開口部を有するネイルコンポー
ネントと、
　ｂ．固定スリーブであって、この固定スリーブを貫通する少なくとも一つの開口部であ
ってピンがスリーブを貫通できるようにする開口部を有する固定スリーブと、を備え、
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　固定スリーブ及びネイルコンポーネントの一方が中空内腔を有し、固定スリーブ及びネ
イルコンポーネントの他方をその一方に同軸にスライドするような配置で嵌め込み、ネイ
ルコンポーネントの壁部にある開口部を固定スリーブにある開口部の位置に合わせること
ができるようにしてあり、
　髄内釘アセンブリは、
　ｃ．ネイルコンポーネント及び固定スリーブにある開口部の位置が揃っているときに、
ネイルコンポーネント及び固定スリーブの壁部にある開口部に挿入して横切るように通す
ことができる固定ピンと、
　ｄ．固定スリーブをネイルコンポーネントに対し相対的に軸方向に動かし、ネイルコン
ポーネント及び固定スリーブにおける位置を揃えた開口部に挿入して通した固定ピンがし
っかりと保持されるようにするアクチュエータと、を備える。
【０００６】
　本発明のネイルアセンブリは、固定ピンを緩まないように固定できるという利点を有す
る。いくつかの固定ピンを使用している場合には、このことが同時に達成される。したが
って、固定ピンが緩み、そしてネイルコンポーネント及び位置を合わせた固定スリーブか
ら外れるかも知れないという問題は少なくなる。
【０００７】
　固定スリーブは、その長さの少なくとも一部にわたって中空であり、ネイルコンポーネ
ントを固定スリーブに入れることができるようになっていることがある。
【０００８】
　ネイルコンポーネントは、その長さの少なくとも一部にわたって中空であり、固定スリ
ーブをネイルコンポーネントに入れることができるようになっていることがある。
【０００９】
　好ましくは、ネイルコンポーネントと固定スリーブの断面が非円形であり、一方の他方
に対する相対的な角度方向のずれが抑制されるようになっている。例えば、ネイルコンポ
ーネント及び固定スリーブの一方が舌状部（又は翼状部）を有することがあり、この舌状
部（又は翼状部）は、ネイルコンポーネント及び固定スリーブの他方における対応する溝
部に入れることができる。角度方向のずれは、ネイルコンポーネント及び固定スリーブの
一方にある少なくとも一つの平坦部を、ネイルコンポーネント及び固定スリーブの他方に
ある、一つ以上の、対応する平坦部と共に用いることによって抑制することもある。例え
ば、固定スリーブがネイルコンポーネントの内腔に嵌っている場合には、固定スリーブが
、断面を見た場合に、ほぼＤ字に成形されていることがあり、ネイルコンポーネントにお
ける内腔は、これもまた、ほぼＤ字形状になるように、対応する平坦部を有することがあ
る。
【００１０】
　好ましくは、ネイルコンポーネント及び固定スリーブの一方がその壁部に切り込まれた
長手方向の溝部を有し、他方が舌状部（又は翼状部）を有する。この舌状部（又は翼状部
）は、ネイルコンポーネントが固定スリーブに対し相対的にスライドするときに、その溝
部にはまり、溝部に沿ってスライドすることで、ネイルコンポーネント及び固定スリーブ
の相対的な角度方向のずれを抑制することができる。溝部は、特にネイルコンポーネント
の壁部に設けられている場合に、壁部の厚み全体の端から端まで及んでいて、ネイルの中
にある固定スリーブの舌状部をネイルコンポーネントの外側から操作できるようになって
いることがある。もっとも、溝部が厚み全体の端から端まで及んでいることは必ずしも必
要なことではない。
【００１１】
　固定スリーブは、スリーブが嵌めてあるネイルの端部から最も遠くにあり、そのスリー
ブを用いて動かないようにしようとするピンに作用するように、その遠位端が構成されて
いることがある。例えば、スリーブが、上記のピンと係合するその遠位端において丸く形
成されていることがある。固定スリーブに長手方向に延びる内腔がある場合、固定スリー
ブをその遠位端において閉じることがある。例えば、固定スリーブは、内腔に挿入したプ
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ラグ、特に遠位端が丸くしてあるプラグを用いて閉じることがある。固定スリーブにとっ
ては、最も遠くにあるピンに作用するときにその遠位端が閉じられることが好ましい。も
っとも、固定スリーブの端部をあけておくことに利点があることもある。この利点とは、
例えば埋め込み処置中に、ガイドワイヤ又は他の器具の構成要素であってネイルコンポー
ネントの軸に沿って延びるものが使いやすくなるというものである。
【００１２】
　遠位端においてピンと係合するように構成された固定スリーブは、荷重がかかった状態
におかれたときに変形するように構成されることがある。例えば、細長い溝部をスリーブ
の壁部に形成して、張力がかかった状態、又は特に圧縮荷重がかかった状態におかれた場
合に変形しやすいようにすることがある。好ましくは、（引張又は圧縮）荷重がかかった
状態におかれた場合のスリーブの変形は、荷重を取り去ったときにスリーブが少なくとも
部分的に回復できるよう弾力のあるものである。このことは、最初に荷重をかけた後も固
定ピンに確実に荷重がかかり続けることに有効であることがある。
【００１３】
　好ましくは、アクチュエータはねじ付きキャップを構成する。好ましくは、ネイルコン
ポーネント及び固定スリーブの一方が、一端に又はその近くに、対応するねじ部を有する
。これにより、ねじ付きキャップを固定スリーブ又はネイルコンポーネントのねじ部と係
合させることで、スリーブをネイルコンポーネントに対し相対的に軸方向に動かすことが
できる。
【００１４】
　キャップが拡大頭部を有し、ねじ部が、その頭部から延びている軸部にあることがある
。頭部は、固定スリーブ又はネイルコンポーネントに設けられた内腔の中に嵌らないよう
な大きさに作られる。例えば、軸をネイルコンポーネントの内腔に挿入して、固定スリー
ブ内部のねじ部と係合させる場合、頭部がネイルコンポーネントの端部に対して作用する
ことがあり、あるいは、軸を固定スリーブの内腔に挿入して、ネイルコンポーネント内部
のねじ部と係合させる場合、頭部が固定スリーブの端部に対し作用することがある。
【００１５】
　プラグのねじ部は、ネイル又はスリーブの一方のねじ部と係合し、その遠位端において
、ネイル及びスリーブの他方の端部に対して作用することがある。プラグは、スリーブを
変形するのに十分なだけプラグを挿入したときに、ねじ付きのネイル又はスリーブと接触
して、このことが達成されたというエンドストップインディケーション(end stop indica
tion)を外科医に与える頭部を有することがある。
【００１６】
　アクチュエータは、固定スリーブをネイルコンポーネントに沿ってアクチュエータの方
へ動かし、固定スリーブが固定ピンに（又は複数の固定ピンに）、アクチュエータとは反
対の方向を向いている固定ピンの表面において接触し、固定スリーブが、張力がかかった
状態におかれるようにすることがある。アクチュエータは、固定スリーブをネイルコンポ
ーネントに沿ってアクチュエータから離れる方向へ動かし、固定スリーブが骨固定ピンに
（又は複数のピンに）、アクチュエータの方を向いている固定ピンの表面において接触し
、固定スリーブが圧縮された状態におかれるようにすることがある。
【００１７】
　好ましくは、ネイルコンポーネントが少なくとも第１及び第２の開口部をその壁部に有
し、ピンが、ネイルコンポーネントを２つの異なる位置で貫通できるようにしている。好
ましくは、第１の開口部が第２の開口部に対し相対的に放射方向にずれている。好ましく
は、第１の開口部がネイルコンポーネントの軸に沿って第２の開口部に対し相対的にずれ
ている。ネイルコンポーネントの第１の開口部が、第２の開口部に対し相対的に放射方向
及び軸方向の両方にずれていることが特に好ましい。
【００１８】
　好ましくは、固定スリーブが少なくとも第１及び第２の開口部をその壁部に有する。好
ましくは、スリーブにおける開口部の第１の方が、前述した開口部の第２の方に対し相対
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的に放射方向にずれている。好ましくは、スリーブにおける開口部の第１の方が、スリー
ブの軸に沿って、上述した開口部の第２の方に対し相対的にずれている。スリーブにおけ
る開口部の第１の方は、上述した開口部の第２の方に対し相対的に放射方向及び軸方向の
両方にずれていることが特に好ましい。
【００１９】
　ネイルコンポーネント若しくは固定スリーブ又はその両方は、少なくとも３つの開口部
若しくは少なくとも４つの開口部又はそれ以上の開口部を有することがある。固定ピン用
の開口部の選定は、患者の骨における骨折の場所に従って行うことができる。
【００２０】
　アクチュエータは、固定ピンを構成することがある。固定ピンは、固定スリーブを軸方
向に、ネイルコンポーネントに対し相対的に動かして、その固定ピンと、少なくとも一つ
の別の固定ピンとをしっかりと保持するのに使用することができる。このようなことは、
ネイル及び固定スリーブが、各々、少なくとも２つの開口部をその壁部に有し、それら開
口部の位置がほぼ揃ってはいるが、その間の間隔がわずかに異なる場合に可能である。あ
るいは、固定スリーブは、固定スリーブの端において固定スリーブに接触する固定ピンを
利用してもよい。この場合には、スリーブの端部と、スリーブを貫通する開口部との間の
間隔が、ネイルの壁部にある開口部の間の間隔と異なる。固定ピンを使用して固定スリー
ブとネイルコンポーネントとの間を相対的に動かす場合には、アセンブリの配置が以下の
ステップを伴うかもしれない。
　ａ．骨小腔(bone cavity)を準備する、
　ｂ．ネイルコンポーネントを骨小腔に配置する、
　ｃ．横断するねじ孔を骨に準備する、
　ｄ．ネイルコンポーネントの内腔に固定スリーブを配置する、
　ｅ．第１の固定ピンのための骨の開口部、ネイルコンポーネントの開口部及び固定スリ
ーブの開口部の位置を揃えた状態で、第１の固定ピンを骨とネイルコンポーネントに挿入
して通す、
　ｆ．第１の固定ピンのための骨の開口部及びネイルコンポーネントの開口部の位置が揃
っているが、固定スリーブにおける開口部が少しずれている状態で、第２の固定ピンを骨
に挿入して通し、スリーブとネイルコンポーネントとの間を相対的に動かし、これにより
、固定スリーブが第１及び第２の固定ピンをしっかりと保持するようにする。
【００２１】
　好ましくは、ネイルコンポーネントは中空であり、内腔は実質的にネイルコンポーネン
トの全長にわたって延びている。もっとも、内腔は一端において閉じられていることがあ
り、この一端は、たいてい、髄内管に最初に挿入する端部である。ネイルコンポーネント
が、その長さの一部又は全部にわたって延びる内腔を有する場合、固定用の開口部は、ネ
イルコンポーネントの壁部において向き合った対となるように設けられる。
【００２２】
　好ましくは、固定スリーブは内腔を有し、この内腔は、少なくとも固定スリーブの長さ
の一部にわたって延びている。内腔は、固定スリーブの全長にわたって延びていることも
ある。固定スリーブが、その長さの一部又は全部にわたって延びる内腔を有する場合、固
定用の開口部は、スリーブの壁部に向き合った対となるように設けられる。ネイルコンポ
ーネントの内腔に入れられる固定スリーブに内腔を設けることは、固定スリーブが金属か
ら形成されている場合に特に好ましいことである。なぜならば、これにより、スリーブ若
しくはピン又はその両方の材料の変形による固定スリーブと一つ以上の固定ピンとの間の
しっかりとした連結を容易に形成できるからである。固定スリーブが特定のポリマー（特
にＵＨＭＷＰＥ）のようなもっと変形しやすい材料から形成されていれば、固定スリーブ
には、その中に延びる内腔がないであろう。
【００２３】
　ネイルコンポーネント及び固定スリーブの開口部は、固定ピンが、患者の髄内管で規定
される軸に対してほぼ横向きにネイルコンポーネント及び固定スリーブを貫通でき、これ
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により、固定ピンが、髄内管を画定する海綿骨に固定されるように配置される。固定ピン
は必ずしも軸に垂直である必要はないが、ほぼ垂直であることが多くの場合にピンにとっ
て好ましいことがある。例えば、開口部は、開口部に挿入して通したピンと軸との間の角
度が約８５°を越えないように、又は約８０°を越えないように、又は約７５°を越えな
いように配置することがある。軸と、第１の開口部に挿入して通したピンとの間の角度は
、軸と、開口部の第２の対に挿入して通したピンとの間の角度とほぼ等しいこともある。
軸と、第１の開口部に挿入して通したピンとの間の角度は、軸と、第２の開口部に挿入し
て通したピンとの間の角度と異なることもある。
【００２４】
　ネイルコンポーネント若しくは固定スリーブ又はその両方にある開口部であって、その
開口部を貫通するピンと係合するものにとって、固定スリーブがアクチュエータによって
作られていて、ネイルコンポーネントの内腔の中でネイルコンポーネントに対して相対的
に軸方向に動く場合に、開口部がピンの素材に食い込むようにアレンジされていることが
好ましいことがある。このようにして、ネイルコンポーネント及び固定スリーブの協同に
より、ピンをよりしっかりと保持することができる。例えば、開口部の端部を鋭利なもの
にすることがある。このことは、ネイルコンポーネント及び固定部品の各々が中空であれ
ば、その両方について都合よく行えるが、固定スリーブが中空ではない場合にも可能であ
る。さらに、ネイルコンポーネント若しくは固定スリーブ又はその両方の材料を固定ピン
の材料とは（より固く又は柔らかくなり得るように）異なる硬度を有するように手配する
ことがある。スリーブは、チタン合金又は他の金属から作ることがあり、これは、固定ピ
ンが例えば一定のステンレススチールから作られていれば、固定ピンよりも固くはない。
スリーブの開口部には溝をつけて、固定ピンによって容易に変形するようにすることがあ
る。スリーブは、少なくとも部分的に、変形可能な高分子材料から作ることができる。こ
のことは、（例えば、遠位端部分における切り込みを用いて、又はスリーブの開口部を細
くすることによって、又は少なくとも一つの切り欠きを固定スリーブに、固定ピン用の開
口部の周囲に設けることによって）このように容易に変形するように構成されたスリーブ
について特に好ましいことがある。スリーブは複合品として作られ、高分子材料製のスリ
ーブであってその中に固定ピン用の開口を有するものと、コアピースであってアクチュエ
ータと係合するために中にねじが切ってあるものとを備えていることがある。
【００２５】
　固定スリーブは、固定ピンに接触するところにおいて変形しやすいように構成すること
がある。例えば、固定スリーブの開口部を細長くし、開口部がほぼ楕円であり、アセンブ
リの軸に沿って測ると、その軸に対して横に測るよりも幅が広いようにすることがある。
固定スリーブは、開口部の側部において弱化させて、スリーブに張力がかかった状態にお
いたときに、局所的に変形しやすいようにすることもある。例えば、スリーブは、切り込
まれた切り欠きを有することがある。
【００２６】
　好ましくは、ネイルコンポーネントがねじ付き内腔をその近位端部に有し、アクチュエ
ータが雄ねじ付きの軸部を有するプラグを構成し、そのプラグにあるねじ付きの軸部がネ
イルコンポーネントの内腔にあるねじ部と係合でき、これにより、アクチュエータをネイ
ルコンポーネントの内腔に押し込み、アクチュエータの端部が固定スリーブと係合して固
定スリーブを圧縮された状態におくが可能になる。
【００２７】
　好ましくは、ネイルコンポーネント及び固定スリーブの一方にその壁部に切り込まれた
長手方向の溝部があり、他方には舌状部がある。この舌状部は、溝部に嵌って、ネイルコ
ンポーネントが固定スリーブに対して相対的にスライドするときに、その溝部に沿ってス
ライドし、ネイルコンポーネント及び固定スリーブの相対的な角度ずれを抑制することが
できる。このアセンブリの部品は、整形外科のインプラントの製造に一般に用いられてい
る材料から作ることができる。適する材料の例には、一定のステンレススチール、及び一
定のチタンベースの合金がある。特に好ましい材料には、金属及び金属合金がある。例え
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ば、適する材料には、Ti6Al7Nb合金及びTi6Al4V合金、一定のステンレススチール、及び
コバルト－クロムベースの合金がある。適する高分子材料には、超高分子量ポリエチレン
がある。生体吸収性材料を使用することもあり、これにより、埋め込み後の所定期間経過
後における固定ピンの除去を管理することが可能になる。
【００２８】
　好ましくは、連結用のネイル若しくは固定スリーブ又は両方における開口部の横の寸法
（特に開口部が円形であるときの直径）は、固定ピンの横の寸法よりほんのわずかだけ大
きい。例えば、上述した直径の比は、好ましくは、約１．５を越えることはなく、より好
ましくは約１．２５を越えることはなく、例えば約１．１を越えない。
【００２９】
　以下、本発明の実施形態を一例として、添付図面を参照しながら記述する。
【００３０】
　図面を参照すると、図１はネイルアセンブリ(nail assembly)を示しており、このネイ
ルアセンブリは、骨折の治療中に、患者の長骨における髄腔(intramedullary cavity)の
内部に配置するためのネイルコンポーネント(nail component)２を備えている。このアセ
ンブリは、例えば、大腿骨又は上腕骨又は脛骨で使用することができる。ネイルコンポー
ネントは、中空の内腔をその近位端４に有している。ネイルコンポーネントは、近位端に
最も近い領域５において最も幅が広くなっている。ネイルコンポーネントは、その遠位端
８において閉じられていて、腔内へ挿入しやすいようにテーパーが付けられている。ネイ
ルコンポーネントは、遠位端８及び幅が広い領域４の間における長さの大部分１０にわた
り、実質的に一定の断面を、テーパーを付けた移行領域１２と共に有している。
【００３１】
　好ましい実施形態において、このネイルコンポーネントは、実質的に円形の断面をその
全長にわたって有している。断面が一定である部分の遠位領域におけるネイルコンポーネ
ントの直径は、好ましくは少なくとも約５ｍｍであり、好ましくは約１０ｍｍを越えるこ
とはなく、例えば約８ｍｍである。断面が一定である部分の近位領域におけるネイルコン
ポーネントの直径は、好ましくは少なくとも約８ｍｍであり、好ましくは約１５ｍｍを越
えることはなく、例えば約１１ｍｍである。
【００３２】
　ネイルコンポーネントは、一対の貫通孔１４を定断面領域１０に有しており、この貫通
孔１４には、遠位固定ピン１６を入れることができる。
【００３３】
　ネイルコンポーネントは、一対の貫通孔１８を幅広領域４に有しており、この貫通孔１
８は、定断面領域１０の貫通孔１４にほぼ平行であり、この貫通孔１８には近位固定ピン
１９を入れることができる。ネイルコンポーネントは、さらに貫通内腔２０を有しており
、この貫通内腔２０は、定断面領域１０の貫通孔１４に対しほぼ垂直に延びている。ネイ
ルコンポーネントは、さらに貫通内腔２２を有しており、この貫通内腔２２は、ネイルコ
ンポーネントの軸に対して、かつ、定断面領域の貫通孔１４に対して約４５°の角度で延
びている。
【００３４】
　ネイルコンポーネントの孔は、固定用ピンが入り、ピンと、その孔を画定する壁部との
間で過大な遊びができる空きがないような大きさに作られる。固定用ピンの直径は、例え
ば少なくとも約２ｍｍであり得るし、好ましくは少なくとも約３．５ｍｍである。固定用
ピンの直径は、多くの応用例において約７．５ｍｍを越えることはなく、好ましくは約５
ｍｍを越えることがない。異なるサイズの固定ピンをアセンブリの異なる部分で使用する
ことができる。例えば、近位で使用されているピンに比べて小さい固定ピンを遠位で使用
し、ピンをいれる貫通孔を対応する大きさに作るということがあり得る。
【００３５】
　図２から４までに示すように、固定スリーブ２８がネイルコンポーネントの近位領域４
にある中空内腔３０に入れられている。固定スリーブは中空であり、固定スリーブを貫通
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する３つの貫通孔３２を有している。これらの孔は、遠位定断面領域の孔１４に平行な孔
１８、及び遠位定断面領域の孔１４に垂直な孔２０に位置を揃えることができ、この結果
、固定ピンを、位置を揃えた、固定スリーブ及びネイルコンポーネントの孔に挿入するこ
とができるように配置されている。
【００３６】
　固定スリーブは中空であり、一端に雌ねじ３４を有している。固定スリーブは、固定ピ
ンの金属より柔らかい金属（例えばチタン又はチタン合金）又は（超高分子量ポリエチレ
ンのような）ポリマーから形成されている。
【００３７】
　アセンブリはエンドキャップ５０を含んでおり、このエンドキャップ５０は、雄ねじ付
き軸部分５２と、頭部５４とを有している。
【００３８】
　使用に際しては、骨を固定アセンブリが入るように準備する。これは、ネイルコンポー
ネントの遠位領域及び近位領域における直径に対して適切な大きさを有するリーマを使っ
て髄腔を広げることにより行う。
【００３９】
　ネイルコンポーネントは、固定スリーブ２８をネイルコンポーネントの内腔３０に配置
し、その２つの部品の孔の位置を揃えることによって組み立てる。固定スリーブは、内腔
の中の適所にエンドキャップを用いて保持される。このエンドキャップの軸部分５２は固
定スリーブにねじ結合し、エンドキャップの頭部５４はネイルコンポーネントの端部に当
接する。
【００４０】
　固定ピンの位置の選定は、手術の手順における術前計画段階で、骨折の性質及び場所を
示す画像（特にＸ線画像）を用いて行う。患者の骨は、適当な案内具を使い、ドリルで孔
をあけることにより、固定ピンが入るように準備する。このような一般的な種類の道具は
存在している。一般的な種類の道具の例は、EP-A-321170及びUS-5403321に開示されてい
る。
【００４１】
　ピンは、ドリルであけた骨の孔及びネイルコンポーネントの孔に挿入して通すことがで
き、かつ、ネイルコンポーネントの近位端部にある固定スリーブの場合には、固定スリー
ブにおける位置を合わせた孔に挿入して通すことができる。
【００４２】
　ネイルコンポーネントの近位端部にあるピンは、エンドキャップを回転させて、ネイル
コンポーネントの内腔の中にある固定スリーブをネイルコンポーネントに対して相対的に
軸方向に動かすことにより、適所に固定することができる。これにより、エンドキャップ
の回転方向次第で、固定スリーブが内腔の中により深く進むか、内腔の外へと引き戻され
る。このような移動により、ネイルコンポーネントを貫通する固定ピンが、ネイルコンポ
ーネント及び固定スリーブのそれぞれの孔のピンに対する剪断作用によりしっかりと保持
される。
【００４３】
　固定ピンの配置が不正確であると、この剪断作用によってピンの１つが他のピンがぐら
つかないように保持される前にしっかりと保持されるが、固定ピンの配置のどのような不
正確さも、固定スリーブの材料の変形により吸収される。
【００４４】
　固定スリーブの材料は、生体吸収性(bioresorbable)であることがあり、これにより、
骨折が治った後に除去できるように、固定ピンをネイルコンポーネントの内部から解放す
ることが可能になる。
【００４５】
　図５は、ネイルアセンブリの他の実施形態の構成部品を示している。このアセンブリも
またネイルコンポーネント１０２、固定スリーブ１０４及びエンドキャップ１０６を備え
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ている。ネイルコンポーネントは、内腔１０７をその近位端部１０８に有し、また、一対
の細長い溝部１０９を有している。一対の細長い溝部１０９は、内腔を画定している壁部
に切り込まれている。ネイルコンポーネントの内腔１０７は、その近位端部においてねじ
が切られている。
【００４６】
　固定スリーブは、外を向いた一対の舌状部１１０を有し、この舌状部１１０は、細長い
溝部の中でスライドすることができる。舌状部を細長い溝部に配置することは、固定スリ
ーブの孔と、ネイルコンポーネントの孔とを位置を適切に揃えて維持するのに有効である
。
【００４７】
　固定スリーブは、その遠位端１１１において閉じられている。遠位端１１１は、スリー
ブを嵌めたネイルの端部から最も離れているピンに作用させることを意図して、ほぼ丸く
してある。複数の切り込み１１３がスリーブの遠位端近くに設けられていて、スリーブを
圧縮しやすくしている。もっとも、固定スリーブは、例えば管材から形成した結果として
、その遠位端において開口していてもよい。
【００４８】
　固定スリーブにある開口部１１５は、圧縮荷重がかかった状態におかれた場合に容易に
変形するように構成することがある。例えば、開口部は、わずかに細長くすることがある
。開口部は、両側に切り欠きを有することがある。
【００４９】
　エンドキャップ１０６は軸部分１１２を有し、この軸部分１１２には雄ねじがある。軸
部分１１２の端面１１４は、固定スリーブを内腔により深く押し込むために、固定スリー
ブの端面１１６を押す。エンドキャップは、エンドキャップの軸部分の雄ねじと、ネイル
コンポーネントの端部の内腔にある雌ねじとの間の係合により、固定スリーブの端面に押
しつけるように動かす。これにより、スリーブは、ネイルコンポーネントをその近位端部
において貫通する固定ピンの各々と接触することによる圧縮荷重のもとで変形する。この
変形は、スリーブの遠位端にある切り込み１１３によって、また、固定スリーブの孔を細
長くしたこと、そして、その孔につながっている切り欠きによって容易となっている。
【００５０】
　図６ａは、本発明によるネイルコンポーネント１５０の近位領域の断面であり、ネイル
コンポーネントの壁部１５２を示しており、壁部１５２は、その内部に内腔１５４を画定
している。この内腔は、ほぼ円形の断面になっており、３つの溝部１５５を備えている。
３つの溝部１５５は、内腔の周りに一定間隔で配置されている。図６ｂは、固定スリーブ
１５６の断面である。固定スリーブ１５６は、ネイルコンポーネントの内腔１５４の中に
配置でき、ネイルコンポーネントを横切って端から端まで延びる固定ピンを、ほぼ図１か
ら５に関連して前述したように固定するのに使用することができる。固定スリーブは、断
面がほぼ円形であり、外へ延びる３つの突出部１５８を有する。外に延びる突出部付きの
固定スリーブの断面形状は、ネイルコンポーネントの内腔の断面形状に対応していて、固
定スリーブをネイルコンポーネントの内腔にはめ込むことができる。突出部１５８を溝部
１５５に入れたら、スリーブは、ネイルコンポーネントの内腔に相対的な回転に対して保
持される。
【００５１】
　図７ａは、本発明によるネイルコンポーネント１７０の近位領域の断面であり、ネイル
コンポーネントの壁部１７２を示しており、壁部１７２はその中に内腔１７４を画定して
いる。この内腔は、断面がほぼ円形であり、内腔の壁部の一部が平坦部１７５になってい
る。図７ｂは、固定スリーブ１７６の断面であり、この固定スリーブ１７６は、ネイルコ
ンポーネントの内腔１７４の中に配置でき、ネイルコンポーネントを横切って端から端ま
で延びる固定ピンを、ほぼ図１から５までに関連して前述したように固定するのに使用す
ることができる。この固定スリーブは、断面がほぼ円形であり、固定スリーブの壁部の一
部が平坦部分１７８になっている。平坦部分１７８付き固定スリーブの断面形状は、ネイ
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ルコンポーネントの内腔の断面形状に対応していて、固定スリーブをネイルコンポーネン
トの内腔に嵌め込むことができる。固定スリーブの壁部の平坦部分１７８を内腔の壁部の
平坦部分１７５に当てるように配置すると、スリーブは、ネイルコンポーネントの内腔に
相対的な回転に対し保持される。
【００５２】
　図８は、ネイルコンポーネントの近位部分１８０を示しており、このネイルコンポーネ
ントの中には、内腔１８２が形成されていて、ネイルコンポーネントの全長にわたって延
びている。第１及び第２の開口部１８４、１８６がネイルコンポーネントに形成されてい
て、ネイルコンポーネントの内腔１８２とつながっている。第１の開口部は、ネイルの端
から端まで、ネイルの軸に垂直に延びている。第２の開口部は、軸に対して傾いた角度で
配置されている。
【００５３】
　固定スリーブ１８８が、ネイルの内腔に備えられている。固定スリーブは、開口部１９
０を有し、この開口部１９０は、固定スリーブの中に形成され、スリーブの軸に垂直に延
びている。スリーブは、その壁部に形成された複数の切り込み１９１を有しており、この
切り込みがスリーブを長手方向に圧縮することを可能にしている。スリーブは、圧縮を少
なくとも部分的に回復させることができる材料から形成されている。スリーブの一方の端
部１９２と軸との間の角度は、ネイルコンポーネントの壁部にある第２の開口部１８６と
、ネイルコンポーネントの軸との間の角度にほぼ等しい。固定スリーブにある開口部１９
０と、スリーブの傾斜した端部１９２との間の距離は、ネイルコンポーネントにある第１
及び第２の開口部１８４、１８６の間の距離よりもわずかに大きい。
【００５４】
　使用の際には、第１固定ピン（これは多くの場合、固定ねじである）をネイルの第１の
開口部１８４及び固定スリーブの開口部１９０に挿入して通す。第２の固定ピンは、ネイ
ルの第２の開口部１８６に挿入して通す。固定ピンをネイルの第２開口部に挿入すると、
固定ピンが固定スリーブの傾斜端部１９２に対して作用し、固定スリーブを、第１及び第
２の固定ピンの間で長手方向に圧縮する。固定スリーブの固定ピンに対する作用により、
固定ピンがネイルコンポーネントにしっかりと保持される。
【００５５】
　図９は、内腔２０２を有するネイルコンポーネントの近位部分２００を示している。内
腔２０２は、ネイルコンポーネント内に形成されており、ネイルコンポーネントの全長に
わたって延びている。第１及び第２の開口部２０４、２０６がネイルコンポーネントに形
成されており、ネイルコンポーネントの内腔２０２とつながっている。第１の開口部は、
ネイルの端から端まで、ネイルの軸に垂直に延びている。第２の開口部は、軸に対して傾
いた角度で配置されている。
【００５６】
　固定スリーブ２０８がネイルの内腔に備えられている。固定スリーブは、その中に形成
された第１及び第２の開口部２１０、２１１を有している。第１の開口部２１０は、スリ
ーブの軸に垂直に延びている。第２の開口部２１１は、スリーブの軸に対して傾いており
、固定スリーブの第２の開口部と、スリーブの軸との間の角度が、ネイルコンポーネント
の壁部にある第２の開口部１８６と、ネイルコンポーネントの軸との間の角度とほぼ等し
い。固定スリーブにある第１及び第２の開口部２１０、２１１の間の距離は、ネイルコン
ポーネントにある第１及び第２の開口部２０４、２０６の間の距離よりわずかに大きい。
固定スリーブは、高分子材料（特にＵＨＭＷＰＥ）又は使用しようとしている固定ピンの
金属よりも軟らかい金属のような変形可能な材料から作られている。
【００５７】
　使用の際には、第１固定ピン（多くの場合、固定ねじである）をネイルの第１開口部２
０４及び固定スリーブの開口部２１０に挿入する。第２固定ピンは、ネイルの第２開口部
２０６及び固定スリーブの第２開口部２１１に挿入する。スリーブ及びネイルコンポーネ
ントのそれぞれにある第１及び第２の開口部の間の距離の違いは、固定スリーブが、第１
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及び第２の固定ピンによって固定スリーブにかかる引張る力によって変形するということ
を意味する。
【００５８】
　図１０は、ネイルコンポーネントの近位部分２２０を示しており、このネイルコンポー
ネントは、その中に形成され、ネイルコンポーネントの全長にわたって延びる内腔２２２
を有している。第１及び第２の開口部２２４、２２６がネイルコンポーネントに形成され
ていて、ネイルコンポーネントの内腔２２２とつながっている。第１及び第２の開口部は
、ネイルの端から端まで、ネイルの軸に垂直に延びている。
【００５９】
　固定プラグ２２８がネイルの内腔に備えられている。固定プラグは、その中に形成され
た第１及び第２の開口部２３０、２３１を有している。第１及び第２の開口部は、プラグ
の端から端までプラグの軸に垂直に延びている。固定プラグにある第１及び第２の開口部
２３０、２３１の間の距離は、ネイルコンポーネントにある第１及び第２の開口部２２４
、２２６の間の距離よりわずかに大きい。固定プラグは、高分子材料（特にＵＨＭＷＰＥ
）のような変形可能な材料から作ることができる。固定プラグにある開口部２３０、２３
１の各々は、その中に形成された突出部２３２、２３４を有していて、このために、開口
部の幅が局所的に狭くなっている。突出部は、プラグの開口部内部を囲むように広がるリ
ングという形態になっていることもある。
【００６０】
　図１０に示したアセンブリは、固定ピン（多くの場合、固定ねじである）とともに使用
されるものであり、この固定ピンは、突出部２３２、２３４において測定した、固定プラ
グの開口部の端から端までの距離よりもわずかに広い。したがって、固定ピンをネイルコ
ンポーネント及び固定プラグの開口部に挿入して通すと、固定プラグの材料が突出部のと
ころで局所的に変形する。
【００６１】
　図面に示した実施形態では、ネイルコンポーネントに内腔を有し、この内腔に固定スリ
ーブが入れられるが、固定スリーブがその中に内腔を有し、その内腔の中にネイルコンポ
ーネントの近位部分を入れるという逆の配置も考えられる。
【００６２】
〔実施の態様〕
　本発明の実施態様は以下の通りである。
　（１）髄内ネイルアセンブリであって、
　ａ．髄管に嵌めることができるネイルコンポーネントであって、それぞれのピンが前記
ネイルを貫通できるようにする少なくとも第１及び第２の開口部を壁部に有するネイルコ
ンポーネントと、
　ｂ．固定スリーブであって、前記固定スリーブを貫通する少なくとも一つの開口部を有
してピンが前記スリーブを貫通できるようにする、固定スリーブと、を備え、
　前記固定スリーブ及び前記ネイルコンポーネントの一方が中空内腔を有し、前記固定ス
リーブ及び前記ネイルコンポーネントの他方を前記一方に同軸でスライドするような配置
で嵌め込み、前記ネイルコンポーネントの前記壁部にある前記開口部を前記固定スリーブ
にある前記開口部と位置が揃うようにしてあり、
　前記髄内ネイルアセンブリは、
　ｃ．前記ネイルコンポーネント及び前記固定スリーブにある前記開口部の位置が揃えら
れたときに、前記ネイルコンポーネントの前記第１の開口部及び前記固定スリーブの前記
開口部に挿入して横切るように通すことができる第１の固定ピンと、
　ｄ．前記ネイルコンポーネントの前記第２の開口部に挿入して通すことができ、かつ、
（ｉ）前記固定スリーブの別の開口部に挿入して通すことができる、又は、（ｉｉ）前記
固定スリーブの端部と接触させることができる、第２の固定ピンと、を備え、
　前記ネイルコンポーネントにある前記第１及び第２の開口部の間の間隔が、（ｉ）前記
固定スリーブにある前記開口部の間、又は、（ｉｉ）前記固定スリーブにある前記開口部
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と、前記第２の固定ピンと接触させる前記固定スリーブの前記端部との間、の間隔とわず
かに異なり、これにより、前記固定スリーブを前記ネイルコンポーネントに対し相対的に
軸方向に動かして、前記固定ピンの各々がしっかりと保持されるようにする、髄内ネイル
アセンブリ。
　（２）実施態様１記載のネイルアセンブリであって、
　前記固定スリーブは、少なくとも、前記固定スリーブを貫通する第１及び第２の開口部
を有し、前記スリーブにある前記開口部の内の前記第１の開口部は、前記第２の開口部に
対し相対的に放射方向にずれている、ネイルアセンブリ。
　（３）実施態様２記載のネイルアセンブリであって、
　前記スリーブにある前記開口部の内の前記第１の開口部は、前記開口部の内の前記第２
の開口部に対し相対的に軸方向に沿ってずれている、ネイルアセンブリ。
　（４）実施態様１記載のネイルアセンブリであって、
　前記固定スリーブが、当該固定スリーブの全長の少なくとも一部にわたって中空になっ
ており、前記ネイルコンポーネントが前記固定スリーブに入れられている、ネイルアセン
ブリ。
　（５）実施態様１記載のネイルアセンブリであって、
　前記ネイルコンポーネントが、当該ネイルコンポーネントの全長の少なくとも一部にわ
たって中空になっており、前記固定スリーブが前記ネイルコンポーネントに入れられてい
る、ネイルアセンブリ。
　（６）実施態様１記載のネイルアセンブリであって、
　前記ネイルコンポーネント及び前記固定スリーブの一方が壁部に切り込まれた長手方向
の溝部を有し、かつ、他方が舌状部を有しており、前記舌状部は、前記溝部に嵌め込んで
、前記ネイルコンポーネントが前記固定スリーブに対し相対的にスライドするときに前記
溝部に沿ってスライドさせることで、前記ネイルコンポーネント及び前記固定スリーブの
相対的な角度方向のずれを制御することができる、ネイルアセンブリ。
　（７）髄内ネイルアセンブリであって、
　ａ．髄管に嵌め込むことができるネイルコンポーネントであって、ピンが前記ネイルを
貫通できるようにしている少なくとも１つの開口部を有するネイルコンポーネントと、
　ｂ．前記ネイルコンポーネントの前記開口部の内部にある突出部であって、前記開口部
を横切るように延びていて、前記ネイルの両側部の壁部の間の位置における前記開口部の
寸法が、前記ネイルの壁部における前記開口部の寸法よりも小さくなるようにしている突
出部と、
　ｃ．前記ネイルコンポーネントの前記壁部にある前記開口部に、挿入して横切るように
通すことができる固定ピンであって、前記固定ピンの横寸法が、前記突出部の位置で測っ
た前記開口部の横寸法よりも大きい固定ピンと、を備え、
　前記固定ピンが前記突出部に接触するところにおける前記固定ピンの材料は、前記突出
部の材料よりも固く、前記ピンを前記開口部に挿入して通し、前記突出部を通過させると
、前記突出部が変形し、これにより前記固定ピンがしっかりと保持される、髄内ネイルア
センブリ。
　（８）実施態様７記載のネイルアセンブリであって、
　前記ネイルコンポーネントが内部に軸方向内腔を有しており、前記突出部が、前記内腔
の中に配置された固定プラグによって与えられている、ネイルアセンブリ。
　（９）実施態様８記載のネイルアセンブリであって、
　前記固定プラグの材料は、前記ネイルコンポーネントの材料と異なる、ネイルアセンブ
リ。
　（１０）実施態様８記載のネイルコンポーネントであって、
　前記固定プラグの材料は、高分子材料である、ネイルコンポーネント。
　（１１）実施態様８記載のネイルコンポーネントであって、
　前記固定プラグが前記ネイルコンポーネントの前記内腔に密接してスライド可能に嵌っ
ている、ネイルコンポーネント。



(14) JP 4602338 B2 2010.12.22

10

20

30

40

50

　（１２）実施態様８記載のネイルコンポーネントであって、
　前記固定プラグが、前記固定プラグを貫通する開口部であって、ピンが前記プラグを貫
通できるようにする開口部を有しており、前記突出部は前記開口部の壁部に設けられてお
り、前記開口部の寸法を局所領域において小さくしている、ネイルコンポーネント。
　（１３）髄内ネイルアセンブリであって、
　ａ．髄管に嵌め込むことができるネイルコンポーネントであって、ピンが前記ネイルを
貫通できるようにしている少なくとも１つの開口部を壁部に有するネイルコンポーネント
と、
　ｂ．固定スリーブであって、前記固定スリーブを貫通する少なくとも一つの開口部を有
し、前記開口部によりピンが前記スリーブを貫通可能であり、前記開口部の壁部に細長い
溝部が形成されている、固定スリーブと、を備え、
　前記固定スリーブ及び前記ネイルコンポーネントの一方が中空内腔を有し、前記固定ス
リーブ及び前記ネイルコンポーネントの他方を前記一方に同軸でスライドするような配置
で嵌め込み、前記ネイルコンポーネントの前記壁部にある前記開口部を前記固定スリーブ
にある前記開口部に位置を合わせることができるようにしてあり、
　前記髄内ネイルアセンブリは、
　ｃ．前記ネイルコンポーネント及び前記固定スリーブにある前記開口部の位置を揃えた
ときに、前記固定スリーブの前記壁部及び前記ネイルコンポーネントにある前記開口部に
挿入して横切るように通すことができる固定ピンと、
　ｄ．前記固定スリーブを前記ネイルコンポーネントに対し相対的に軸方向に動かし、前
記ネイルコンポーネント及び前記固定スリーブにおける位置を揃えた前記開口部に挿入し
て通した前記固定ピンがしっかりと保持されるようにするアクチュエータであって、その
駆動力が、前記固定ピンの前記スリーブに対する作用により、前記スリーブを変形させる
、アクチュエータと、を備える髄内ネイルアセンブリ。
　（１４）実施態様１３記載のネイルアセンブリであって、
　前記アクチュエータがねじ付きキャップを備え、前記固定スリーブが一端に又は一端の
近くに対応するねじ部を有し、前記ねじ付きキャップを前記固定スリーブの前記ねじ部と
係合させることにより、前記固定スリーブを前記ネイルコンポーネントの前記内腔の中で
軸方向に動かすことができる、ネイルアセンブリ。
　（１５）実施態様１３記載のネイルアセンブリであって、
　前記ネイルコンポーネントが、少なくとも第１及び第２の開口部を前記ネイルコンポー
ネントの壁部に有し、ピンが、前記ネイルコンポーネントを２つの異なる位置で貫通でき
るようにしている、ネイルアセンブリ。
　（１６）実施態様１５記載のネイルアセンブリであって、
　前記第１の開口部が前記第２の開口部に対し相対的に放射方向にずれている、ネイルア
センブリ。
　（１７）実施態様１５記載のネイルアセンブリであって、
　前記第１の開口部が前記第２の開口部に対し相対的に前記ネイルコンポーネントの軸に
沿ってずれている、ネイルアセンブリ。
　（１８）実施態様１３記載のネイルアセンブリであって、
　前記固定スリーブが、前記固定スリーブを貫通する少なくとも第１及び第２の開口部を
有する、ネイルアセンブリ。
　（１９）実施態様１８記載のネイルアセンブリであって、
　前記スリーブにある前記開口部の内の第１の開口部が、前記開口部の内の第２の開口部
に対し相対的に放射方向にずれている、ネイルアセンブリ。
　（２０）実施態様１８記載のネイルアセンブリであって、
　前記スリーブにある前記開口部の内の第１の開口部が、前記開口部の内の第２の開口部
に対し相対的に前記スリーブの軸に沿ってずれている、ネイルアセンブリ。
　（２１）実施態様１３記載のネイルアセンブリであって、
　前記固定スリーブが、当該固定スリーブの全長の少なくとも一部にわたって中空になっ
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ており、前記ネイルコンポーネントが前記固定スリーブに入れられている、ネイルアセン
ブリ。
　（２２）実施態様１３記載のネイルアセンブリであって、
　前記ネイルコンポーネントが、当該ネイルコンポーネントの全長の少なくとも一部にわ
たって中空になっており、前記固定スリーブが前記ネイルコンポーネントに入れられてい
る、ネイルアセンブリ。
　（２３）実施態様２２記載のネイルアセンブリであって、
　前記固定スリーブが、ねじ部が切ってある内腔を前記固定スリーブの近位端部に有して
おり、前記アクチュエータが雄ねじ付き軸部を有するプラグを備えており、前記雄ねじ付
き軸部が前記スリーブの前記内腔の前記ねじ部と係合して前記固定スリーブを張力がかか
った状態におく、ネイルアセンブリ。
　（２４）実施態様２２記載のネイルアセンブリであって、前記ネイルコンポーネントが
、ねじ部が切ってある内腔を前記ネイルコンポーネントの近位端部に有しており、前記ア
クチュエータが雄ねじ付き軸部を有するプラグを備えており、前記プラグにある前記ねじ
付き軸部が前記ネイルコンポーネントの前記内腔の前記ねじ部と係合することができ、こ
れにより、前記アクチュエータを前記ネイルコンポーネントの前記内腔に押し込み、前記
アクチュエータの端部を前記固定スリーブと係合させて、前記固定スリーブを圧縮された
状態におくことができる、ネイルアセンブリ。
　（２５）実施態様１３記載のネイルアセンブリであって、前記ネイルコンポーネント及
び前記固定スリーブの一方が壁部に切り込まれた長手方向の溝部を有し、かつ、他方が舌
状部を有し、前記舌状部は、前記溝部に嵌め込んで、前記ネイルコンポーネントが前記固
定スリーブに対し相対的にスライドするときに前記溝部に沿ってスライドさせることで、
前記ネイルコンポーネント及び前記固定スリーブの相対的な角度方向のずれを制御するこ
とができる、ネイルコンポーネント。
　（２６）髄内ネイルアセンブリであって、
　ａ．髄管に嵌め込むことができるネイルコンポーネントであって、壁部に少なくとも一
つの開口部であってピンが前記ネイルを貫通できるようにしている開口部を有するネイル
コンポーネントと、
　ｂ．固定スリーブであって、前記固定スリーブを貫通する少なくとも一つの開口部であ
ってピンが前記スリーブを貫通できるようにする開口部を有する固定スリーブと、を備え
、
　前記固定スリーブ及び前記ネイルコンポーネントの一方が中空内腔を有し、前記固定ス
リーブ及び前記ネイルコンポーネントの他方を前記一方に同軸でスライドするような配置
で嵌め込み、前記ネイルコンポーネントの前記壁部にある前記開口部を前記固定スリーブ
にある前記開口部に位置を合わせることができるようにしてあり、
　前記髄内ネイルアセンブリは、
　ｃ．前記ネイルコンポーネント及び前記固定スリーブにある前記開口部の位置を揃えた
場合に、前記固定スリーブの前記壁部及び前記ネイルコンポーネントにある前記開口部に
横方向に挿入して通すことができる固定ピンと、
　ｄ．前記固定スリーブを前記ネイルコンポーネントに対し相対的に軸方向に動かし、前
記ネイルコンポーネント及び前記固定スリーブにあり、位置が揃えられている前記開口部
に挿入して通してある前記固定ピンがしっかりと保持されるようにするアクチュエータと
、を備える髄内ネイルアセンブリ。
　（２７）実施態様２６記載のネイルアセンブリであって、前記アクチュエータがねじ付
きキャップを備え、前記固定スリーブが一端に又は一端の近くに対応するねじ部を有し、
前記ねじ付きキャップを前記固定スリーブの前記ねじ部と係合させることにより、前記固
定スリーブを前記ネイルコンポーネントの前記内腔の中で軸方向に動かすことができる、
ネイルアセンブリ。
　（２８）実施態様２６記載のネイルアセンブリであって、前記ネイルコンポーネントが
、少なくとも第１及び第２の開口部を前記ネイルコンポーネントの壁部に有し、ピンが、
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前記ネイルコンポーネントを２つの異なる位置で貫通できるようにしている、ネイルアセ
ンブリ。
　（２９）実施態様２８記載のネイルアセンブリであって、前記第１の開口部が前記第２
の開口部に対して相対的に放射方向にずれている、ネイルアセンブリ。
　（３０）実施態様２８記載のネイルアセンブリであって、前記第１の開口部が前記第２
の開口部に対し相対的に前記ネイルコンポーネントの軸に沿ってずれている、ネイルアセ
ンブリ。
　（３１）実施態様２６から３０までのいずれかに記載のネイルアセンブリであって、前
記固定スリーブが、前記固定スリーブを貫通する、少なくとも第１及び第２の開口部を有
する、ネイルアセンブリ。
　（３２）実施態様３１記載のネイルアセンブリであって、前記固定スリーブにある前記
開口部の内の第１のものが、前記開口部の内の第２のものに対して相対的に放射方向にず
れている、ネイルアセンブリ。
　（３３）実施態様３１記載のネイルアセンブリであって、前記固定スリーブにある前記
開口部の内の第１のものが、前記開口部の内の第２のものに対して相対的に前記固定スリ
ーブの軸に沿ってずれている、ネイルアセンブリ。
　（３４）実施態様２６記載のネイルアセンブリであって、前記固定スリーブが、前記固
定スリーブの全長の少なくとも一部にわたって中空になっており、前記ネイルコンポーネ
ントが前記固定スリーブに入れられている、ネイルアセンブリ。
　（３５）実施態様２６記載のネイルアセンブリであって、前記ネイルコンポーネントが
、前記ネイルコンポーネントの全長の少なくとも一部にわたって中空になっており、前記
固定スリーブが前記ネイルコンポーネントに入れられている、ネイルアセンブリ。
　（３６）実施態様３５記載のネイルアセンブリであって、前記固定スリーブが前記固定
スリーブの近位端部にねじ部が切ってある内腔を有しており、前記アクチュエータが雄ね
じ付き軸部を有するプラグを備えており、前記雄ねじ付き軸部が前記固定スリーブの前記
内腔の前記ねじ部と係合して前記固定スリーブを張力がかかった状態におく、ネイルアセ
ンブリ。
　（３７）実施態様３５記載のネイルアセンブリであって、前記ネイルコンポーネントが
、前記ネイルコンポーネントの近位端部にねじ部が切ってある内腔を有しており、前記ア
クチュエータが雄ねじ付き軸部を有するプラグを備えており、前記プラグにある前記ねじ
付き軸部が前記ネイルコンポーネントの前記内腔の前記ねじ部と係合することができ、こ
れにより、前記アクチュエータを前記ネイルコンポーネントの前記内腔に押し込み、前記
アクチュエータの端部が前記固定スリーブと係合して、前記固定スリーブを圧縮された状
態におくことが可能である、ネイルアセンブリ。
　（３８）実施態様２６記載のネイルアセンブリであって、前記ネイルコンポーネント及
び前記固定スリーブの一方が壁部に切り込まれた長手方向の溝部を有し、かつ、他方が舌
状部を有しており、前記舌状部は、前記溝部に嵌め込んで、前記ネイルコンポーネントが
前記固定スリーブに対して相対的にスライドするときに前記溝部に沿ってスライドさせる
ことで、前記ネイルコンポーネント及び前記固定スリーブの相対的な角度方向のずれを抑
制することができる、ネイルコンポーネント。
　（３９）髄内ネイルアセンブリであって、
　ａ．髄管に嵌め込むことができるネイルコンポーネントであって、少なくとも一つの開
口部であってピンが前記ネイルを貫通できるようにしている開口部を有するネイルコンポ
ーネントと、
　ｂ．前記ネイルコンポーネントの前記開口部の内部にある突出部であって、前記開口部
を横切るように延びていて、前記ネイルの向かい合う側部の壁部の間の位置における前記
開口部の寸法が、前記ネイルの壁部における前記開口部の寸法よりも小さくなるようにし
ている突出部と、
　ｃ．前記ネイルコンポーネントの前記壁部にある前記開口部に、横切るように挿入して
通すことができる固定ピンであって、前記固定ピンの横寸法が、前記突出部のあるところ
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　前記固定ピンが前記突出部に接触するところでの前記固定ピンの材料は、前記突出部の
材料よりも固く、前記ピンを前記開口部に挿入して通し、前記突出部のところを通過させ
ると、前記突出部が変形し、前記固定ピンがしっかりと保持される、髄内ネイルアセンブ
リ。
　（４０）実施態様３９記載のネイルアセンブリであって、前記ネイルコンポーネントが
内部に軸方向内腔を有しており、前記突出部が、前記内腔の中に配置された固定プラグに
よって与えられている、ネイルアセンブリ。
　（４１）実施態様４０記載のネイルアセンブリであって、前記固定プラグの材料は、前
記ネイルコンポーネントの材料と異なる、ネイルアセンブリ。
　（４２）実施態様４０記載のネイルコンポーネントであって、前記固定プラグの材料は
、高分子材料である、ネイルコンポーネント。
　（４３）実施態様４０記載のネイルコンポーネントであって、前記固定プラグが前記ネ
イルコンポーネントの前記内腔にスライド可能な締まりばめで嵌っている、ネイルコンポ
ーネント。
　（４４）実施態様４０記載のネイルコンポーネントであって、前記固定プラグが前記固
定プラグを貫通する開口部であってピンが前記プラグを貫通できるようにする開口部を有
しており、前記突出部は前記開口部の壁部に設けられており、前記開口部の寸法を局所領
域において小さくしている、ネイルコンポーネント。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】図１は、本発明によるネイルアセンブリの側面図である。
【図２】図２は、図１に示したネイルアセンブリの線ＩＩ－ＩＩに沿った断面図である。
【図３】図２に示したネイルアセンブリの頭部の拡大図である。
【図４】図４は、図１に示したネイルアセンブリであって付加的な固定ピン付きのものの
分解等角投影図である。
【図５ａ】図５ａは、ネイルアセンブリの他の実施形態における固定スリーブの断面立面
図である。
【図５ｂ】図５ｂは、ネイルアセンブリの他の実施形態におけるエンドキャップの断面立
面図である。
【図５ｃ】図５ｃは、ネイルアセンブリの他の実施形態におけるネイルコンポーネントの
断面立面図である。
【図６ａ】図６ａは、ネイルアセンブリの他の実施形態におけるネイルコンポーネントの
断面立面図である。
【図６ｂ】図６ｂは、ネイルアセンブリの他の実施形態における固定スリーブの断面立面
図である。
【図７ａ】図７ａは、ネイルアセンブリの他の実施形態におけるネイルコンポーネントの
断面立面図である。
【図７ｂ】図７ｂは、ネイルアセンブリの他の実施形態における固定スリーブの断面立面
図である。
【図８】図８は、ネイルアセンブリの他の実施形態における固定スリーブ及びネイルコン
ポーネントの断面立面図である。
【図９】図９は、ネイルアセンブリの他の実施形態における固定スリーブ及びネイルコン
ポーネントの断面立面図である。
【図１０】図１０は、ネイルアセンブリの他の実施形態における固定プラグ及びネイルコ
ンポーネントの断面立面図である。
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