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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１骨に結合されるように構成された第１端部と、
　少なくとも一つの拡張可能特徴部を含む第１拡張可能部を規定する第２端部であって、
前記第１拡張可能部は、陥没状態で第２骨の中に形成された逆カウンターシンク内に収容
されるようにサイズ設定および構成され、前記第１拡張可能部は、前記逆カウンターシン
ク内で拡張され、前記少なくとも一つの拡張可能特徴部は、前記逆カウンターシンクの軸
受表面に結合される第２端部と、
　前記第１端部と前記第２端部との間で縦方向に延びる細長いシャフトと、を含む、骨イ
ンプラント。
【請求項２】
　前記第１拡張可能部は、複数の拡張可能アームを含む、請求項１に記載の骨インプラン
ト。
【請求項３】
　前記拡張可能部は、４個の拡張可能アームを含む、請求項２に記載の骨インプラント。
【請求項４】
　前記第１端部は、ねじ山部を含む、請求項１に記載の骨インプラント。
【請求項５】
　前記ねじ山部は、前記第１骨の厚さを介して延びるに十分な長さを含む、請求項４に記
載の骨インプラント。
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【請求項６】
　前記第１端部は、少なくとも一つの拡張可能特徴部を含む第２拡張可能部を規定し、前
記第２拡張可能部は、陥没状態で前記第１骨の中に形成された逆カウンターシンク内に収
容されるように構成され、前記第２拡張可能部は、前記逆カウンターシンク内で拡張され
、前記少なくとも一つの拡張可能特徴部は、前記逆カウンターシンクの軸受表面に結合さ
れる、請求項１に記載の骨インプラント。
【請求項７】
　前記第２拡張可能部は、複数の拡張可能アームを含む、請求項６に記載の骨インプラン
ト。
【請求項８】
　前記第１拡張可能部は、ニチノール、チタン、合金、およびステンレス鋼からなる群か
ら選択される材料を含む、請求項１に記載の骨インプラント。
【請求項９】
　前記第１骨は基節骨を含み、前記第２骨は中節骨を含む、請求項１に記載の骨インプラ
ント。
【請求項１０】
　前記細長いシャフトは、所定の長さで延び、前記第１端部が前記第１骨の中に完全に挿
入され、前記第２端部が前記第２骨の中に完全に挿入されるときに前記第１骨と前記第２
骨との間に実質的にギャップがない、請求項１に記載の骨インプラント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般的に整形外科手術のためのシステムおよび方法に関する。より具体的に
は、本開示は、槌状足指インプラントのためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　槌状足指、または収縮足指は、二番目、三番目、または四番目足指の近位指節間関節の
奇形であるため、足指を永久に曲げさせ、足指に槌骨の外面を提供する。元々、槌状足指
は、柔軟で、単純な措置で校正されることができるが、治療しなければ、槌状足指は、校
正のための手術措置を要することがある。槌状足指を有する人は、また、足指の中間関節
の上または足指先端の上に魚の目またはタコができていることがあり、楽な靴を探す時に
不都合があって足指または足に痛みを感じることがある。
【０００３】
　一つの治療方法は、他の非外科的治療方法が失敗すれば、手術による校正を含むことが
できる。従来の手術は、通常、足指を強化するために足指の中にねじ、ワイヤまたは他の
類似のインプラントを挿入することを伴う。伝統的な手術方法は、一般的に、キルシュナ
ー鋼線（Ｋ‐鋼線）の使用を含む。Ｋ‐鋼線は、一時的な性質のため、それぞれの足指の
端部を介して突出するピングを要求する。結果、Ｋ‐鋼線は、時々、鋼線感染、固定喪失
および他の条件をもたらす。Ｋ‐鋼線の追加欠点は、Ｋ‐鋼線の移動および破損を含み、
そのため、多数の手術を誘発する。しかし、Ｋ‐鋼線を使用することの様々な欠点のため
、圧縮ねじは、インプラントの代案として用いられる。
【０００４】
　ねじインプラントは、除去を要求することなく突出端部を有しないことからＫ‐鋼線よ
りも永久的な解決法を提供することができる。また、ねじインプラントの使用により、患
者は、それぞれの手術直後に一般的な靴を履くことができる。一般的に、２タイプの知ら
れたねじインプラント：すなわち、完全なねじ山本体を所有し、柔軟性を移動時にそれぞ
れの足指に提供しない単一ユニットインプラント、および基節骨の中に固定された一ユニ
ット、遠位指骨の中に固定された第２ユニット、および両ユニットが結合される部品を一
般的には有する連接または二つのユニットインプラントがある。二つのユニットのいずれ
か一つまたは両方はねじ山を有してもよく、かかりまたは広げられたアームのような他の



(3) JP 6235724 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

固定構造を有することができる。
【０００５】
　他の欠点のうち、知られたインプラントの二種類は、ピストニング効果をもたらし、す
なわち、患者の足指が移動するにつれてインプラントの一部または全部が骨内でトグルさ
れたり移動される。ピストニングは、インプラントの安定性を減少させ、関節にわたり圧
縮を弱化する。部品、ヒンジ、拡張部分（ｐｉｅｃｅ）などの移動部分は、インプラント
の安定性、寿命、および圧縮力を減少させる。したがって、安定しているだけでなく、最
小ピストニングを有する関節にわたり適切な圧縮を提供する耐久性槌状足指インプラント
が依然として必要である。周囲組織に最小損傷で容易に挿入される間に、かかる利点を提
供できるインプラントがまた依然として必要である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明対象は、校正を誘発するためにインプラントを骨の中に挿入する方法だけでなく
、槌状足指および類似の病弊の校正に有用な骨インプラントのタイプに関する。骨インプ
ラントは、様々な異なる実施例を有し、そのそれぞれは挿入の各方法で異なるニュアンス
に対応する。すべての槌状足指インプラント実施例は、シャフトにより結合された第１端
部および第２端部を有する細長いシャフトを有する。第１端部は、第１骨に結合されるよ
うに構成される。第２端部は、少なくとも一つの拡張可能特徴部を含む拡張可能部を含む
。拡張可能特徴部は、陥没状態で第２骨の中の逆カウンターシンク内に収容されるように
構成される。第１拡張可能部は、逆カウンターシンク内で拡張され、少なくとも一つの拡
張可能特徴部は、逆カウンターシンクの軸受表面に結合される。
【０００７】
　一部の実施例において、手術道具が開示される。手術道具は、骨の中に形成された管内
に収容されるようにサイズ設定および構成されたシャフトを含む。少なくとも一つの拡張
可能切断エッジは、シャフトと一体に形成される。拡張可能切断エッジは、管内への挿入
のための陥没位置から管内に逆カウンターシンクを形成するための拡張位置まで拡張され
るように構成される。
【０００８】
　一部の実施例において、槌状足指を校正するための方法が開示される。方法は、第１骨
の中に第１管を形成するステップと、第２骨の中に第２管を形成するステップと、を含む
。方法の第２ステップは、手術道具を第２管内に挿入するステップを含む。手術道具は、
シャフトと、シャフトの第１端部に位置したヘッドと、シャフトと一体に形成された拡張
可能切断エッジと、を含む。拡張可能切断エッジは、陥没位置から管内に逆カウンターシ
ンクを形成する配置位置まで配置可能である。第３ステップにおいて、手術道具が回転さ
れて第２骨の第２管内に逆カウンターシンクを形成する。
【０００９】
　本発明の特徴および利点は、好ましい実施例の以下の詳細な説明においてより完全に開
示されたり明らかになり、この実施例は、類似の番号が類似の部分を指す別添の図面とと
もに考慮されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】拡張可能部とねじ山部とを含む槌状足指インプラントの一実施例を例示する。
【図２】陥没状態で拡張可能部を有する図１の槌状足指インプラントの側面図である。
【図３】拡張状態で拡張可能部を有する図１の槌状足指インプラントの側面図である。
【図４】骨の中に逆カウンターシンクを形成するための配置可能切断部を有する切断道具
の一実施例を例示する。
【図５】配置位置で配置可能切断部を有する図４の切断道具を例示する。
【図６】骨の中に形成された管内に挿入された図４の切断道具の一実施例を例示する。
【図７】陥没状態で骨部を締結する図１の槌状足指インプラントの一実施例を例示する。
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【図８】逆カウンターシンク内に挿入された図１の槌状足指インプラントの一実施例を例
示する。
【図９】図１の槌状足指インプラントを挿入した円錐状カウンターシンクの拡大図である
。
【図１０】第１アームおよび第２アームを有する拡張可能部を含む槌状足指インプラント
の一実施例を例示する。
【図１１】円筒状シャフト部を含む槌状足指インプラントの一実施例を例示する。
【図１２】第１拡張可能部および第２拡張可能部を有する槌状足指インプラントの一実施
例を例示する。
【図１３】陥没状態の図１２の槌状足指インプラントの斜視図である。
【図１４】拡張状態の図１２の槌状足指インプラントの斜視図である。
【図１５】第１拡張可能副、第２拡張可能部、および円筒状シャフトを有する槌状足指イ
ンプラントの一実施例を例示する。
【図１６】拡張状態の図１５の槌状足指インプラントの斜視図である。
【図１７】第１骨および第２骨の中に挿入された図１５の槌状足指インプラントを例示す
る。
【図１８】図１の槌状足指インプラントを挿入するように構成されたスリーブおよびドラ
イバーの組み合わせの一実施例を例示する。
【図１９】図１の槌状足指インプラントを挿入するように構成されたスリーブおよびドラ
イバーの組み合わせの一実施例を例示する。
【図２０】槌状足指インプラントを使用して槌状足指を治療する方法を例示する。
【図２１】第１骨および第２骨の両方の中にカウンターシンクを形成するために道具が第
１骨に、次に第２骨に連続的に挿入される、槌状足指インプラントを使用して槌状足指を
治療するための代替方法を例示する。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　例示的な実施例の記載は、別添の図面とともに理解するように意図され、別添の図面は
、全体の記述内容の一部分として見なされるべきである。本明細書において、「下方」、
「上方」、「水平」、「垂直」、「上」、「下」、「上に」、「下に」、「上部」および
「下部」のような相対語だけでなく、その派生語（例えば、「水平に」、「下方に」、「
上方に」など）は、後述または論議中の図面に図示されるように配向を称するように解釈
されるべきである。前記相対語は、説明の便宜性のためのものであって、装置が特定の配
向に構成または動作されることを必要としない。「連結された」および「相互連結された
」のような取付、結合などに関する用語は、特に記載されない限り、移動可能なまたは強
固な取付または関係だけでなく、介在する構造物を介して構造物が互いに直接的にまたは
間接的に固定または取付けられる関係を称する。
【００１２】
　本開示は、一般的に、例えば、基節骨および中節骨のような第１骨および第２骨を接合
するための槌状足指インプラントおよび道具を提供する。槌状足指インプラントは、一般
的に、シャフトにより結合された第１端部と第２端部とを含む。第１端部は、第１骨に結
合されるように構成される。第２端部は、拡張可能部を含む。拡張可能部は、インプラン
トを第２骨に結合するように構成される。拡張可能部は、第２骨の中に形成された逆カウ
ンターシンク内に拡張される。カウンターシンクは、拡張可能切断部材が一体に形成され
たシャフトを一般的に含む道具により形成される。拡張可能切断部材は陥没位置から骨の
中に逆カウンターシンクを形成するように構成された拡張位置まで配置可能である。
【００１３】
　図１はシャフト６により結合された第１端部４と、第２端部８と、を含む槌状足指イン
プラント２の一実施例を例示する。第１端部４は、第１骨に槌状足指インプラント２を固
定するように構成される。例えば、一部の実施例において、第１端部４は、第１骨の中に
形成された管内に収容されるように構成されたねじ山部１２を含む。ねじ山部１２は、予
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め穿孔されたおよび／または予めタッピングされた管内に挿入されるように構成されるこ
とができ、および／またはセルフドリリングおよび／またはセルフタッピングねじ山を含
むことができる。ねじ山部１２は、第１骨の中に完全に移植されるように構成された所定
の長さを含むことができる。一部の実施例において、第１端部４は、槌状足指インプラン
ト２を第１骨に結合するための他の適切なメカニズムを含む。
【００１４】
　第２端部８は、拡張可能部１０を含む。拡張可能部１０は、一つ以上の拡張可能特徴部
を含む。例えば、一部の実施例において、拡張可能部１０は、複数の拡張可能アーム１０
ａ～１０ｄを含む。他の実施例において、拡張可能部１０は、例えば、一つ以上の拡張可
能円錐、スリーブ、ねじ山、または如何なる適切な拡張可能特徴部を含むことができる。
拡張可能部１０は、陥没位置から拡張位置まで遷移されるように構成される。拡張可能ア
ーム１０ａ～１０ｄは、如何なる適切な構成で配列されることができる。例えば、拡張可
能部１０は、９０度のそれぞれの拡張可能アーム１０ａ～１０ｄの間の分離角度を有する
プラス（＋）記号構成に配列された４個の拡張可能アーム１０ａ～１０ｄを含む。より少
ないか追加の拡張可能アームおよび／または異なる分離角度を含む他の構成は、請求項の
範囲内にあるという点が認知されるであろう。
【００１５】
　第１端部４および第２端部８は、シャフト６により結合される。シャフト６は、例えば
、円筒、正方形、三角形、および／または他の適切な断面のような如何なる適切な断面を
含むことができる。シャフト６は、所定の長さを含む。槌状足指インプラント２が挿入さ
れるときにシャフト６の所定の長さは、第１骨と第２骨との間の所定の間隔を提供するよ
うに構成されることができる。一部の実施例において、シャフト６は、所定の長さを含み
、槌状足指インプラント２の挿入後に第１骨と第２骨との間に実質的に空間がない。
【００１６】
　槌状足指インプラント２は、第１骨を第２骨に結合するように構成される。一部の実施
例において、ねじ山部１２を回転して第１骨の中に形成された予め穿孔された管と接触す
ることによりねじ山部１２が第１骨の中に挿入される。拡張可能部１０は、第２骨の中の
空洞内に収容される。第２骨の中の空洞は、逆カウンターシンクを含む。拡張可能アーム
１０ａ～１０ｄは、逆カウンターシンクの軸受表面に結合され、第２骨の中で槌状足指イ
ンプラント２を維持するように構成される。一部の実施例において、槌状足指インプラン
ト２は、中節骨と基節骨を接合するように構成される。
【００１７】
　槌状足指インプラント２は、如何なる適切な材料または材料の組み合わせを含むことが
できる。例えば、一部の実施例において、槌状足指インプラント２は、ニチノール（超弾
性または形状記憶状態で）、チタン合金、ステンレス鋼、均等な生体適合材料および／ま
たはそれの如何なる組み合わせを含むことができる。一部の実施例において、拡張可能部
１０のような槌状足指インプラント２の一つ以上の部は、例えば、ニチノールのような第
１材料を含み、ねじ山部１２のような槌状足指インプラント２の第２部は、例えば、ステ
ンレス鋼のような第２材料を含む。
【００１８】
　図２は陥没状態の拡張可能部１０を有する図１の槌状足指インプラント２の側面図を例
示する。陥没状態で、拡張可能アーム１０ａ～１０ｄは、第１直径に圧縮される。拡張可
能アーム１０ａ～１０ｄが陥没されるときに、拡張可能端部１０は、第２骨の中に形成さ
れた管を介して挿入されるようにサイズ設定および構成される。管は、拡張可能部１０の
第１直径と実質的に同一の内径を含むことができる。一部の実施例において、スリーブ（
図１８参照）は、拡張可能部１０を第２骨の中に挿入する前に陥没状態で拡張可能アーム
１０ａ～１０ｄを維持するために拡張可能端部１０にわたり配置される。拡張可能アーム
１０ａ～１０ｄは、例えば、第１端部４を第１骨の中に挿入する間に陥没状態で維持され
ることができる。
【００１９】
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　図３は拡張または配置状態で拡張可能部１０を有する図１の槌状足指インプラント２の
側面図を例示する。配置状態で、拡張可能アーム１０ａ～１０ｄは、第２直径にフレアさ
れたり拡張されるように許容される。第２直径は、第２骨の中の管の直径よりも大きい。
拡張可能アーム１０ａ～１０ｄは、拡張位置に偏向されることができる。一部の実施例に
おいて、第２直径は、第２骨の中に形成された逆カウンターシンクの直径以上であること
ができる。拡張状態で、拡張可能アーム１０ａ～１０ｄは、逆カウンターシンクの軸受表
面と接する。
【００２０】
　一部の実施例において、第２骨の中の逆カウンターシンクは、槌状足指インプラント２
を第２骨の中に挿入する前に道具により形成される。図４および図５は第２骨の中に逆カ
ウンターシンクを形成するように構成された道具５０の一実施例を例示する。道具５０は
、シャフト５４に結合された道具先端５２を含む。シャフト５４は、一体に形成された切
断エッジ５６を有する。切断エッジ５６は、陥没状態（図４に図示）から配置状態（図５
に図示）まで配置可能である。切断エッジ５６は、例えば、機械的配置メカニズム、ヒン
ジ型配置メカニズム、および／または如何なる他の適切な配置メカニズムのような如何な
る適切な配置メカニズムを含むことができる。シャフト５４は、切断エッジ５６を収容す
るように構成された空洞５８を含み、切断エッジ５６は、陥没位置のシャフト５４と同じ
高さにある。一部の実施例において、一つ以上の追加切断エッジ５６は、シャフト５４と
一体に形成され、同時に配置されることができる。一部の実施例において、道具５０のシ
ャフト５４の直径は、陥没位置の槌状足指インプラント２の拡張可能部１０の直径と実質
的に同一である。切断エッジ５６は、配置位置の槌状足指インプラント２の拡張可能部１
０の直径と実質的に同一またはこの直径よりも小さい直径を有する逆カウンターシンクを
形成するように構成される。逆カウンターシンクは、槌状足指インプラント２の拡張可能
部１０のための軸受表面を提供する。
【００２１】
　図６は図４の切断道具が挿入された第２骨６２の一実施例を図示する。道具５０は、第
２骨６２の中に形成された管６５内に第１所定の深さに挿入される。道具先端５２および
シャフト５４は、切断エッジ５６を第２骨６２の中の第２所定の深さに位置させる。切断
エッジ５６は、挿入に適切な陥没位置（図４に図示）から管を介して配置位置（図５に図
示）まで配置される。道具５０は、中心軸で回転されて切断エッジ５６が第２骨６２の中
に逆カウンターシンク６６を形成する。切断エッジ５６は、骨が道具５０の回転の間に切
断エッジ５６により除去されることによって部分配置位置から完全配置位置まで遷移され
ることができる。切断エッジ５６が円錐状逆カウンターシンク６６を形成するように構成
されるが、切断エッジ５６が、例えば、円錐、正方形、または円筒状カウンターシンクの
ような如何なる適切な空洞を形成するように構成されることができるという点が理解され
るであろう。逆カウンターシンク６６を形成した後、切断エッジ５６は、配置位置から陥
没位置まで遷移され、道具５０は、管６５から除去される。
【００２２】
　図７は第１骨６０に固定され、第２骨６２の中に部分的に挿入された槌状足指インプラ
ント２を例示する。槌状足指インプラント２の第１端部４は、ねじ山部１２により第１骨
６０に結合される。ねじ山部１２は、第１骨６０の中に形成された管６８内に挿入される
。管６８は、例えば、ドリル、Ｋ‐鋼線、および／または他の適切な装置により第１骨６
０の中に予め穿孔されることができ、および／またはねじ山部１２の挿入の間に槌状足指
インプラント２により形成されることができる。ねじ山部１２は、第１骨６０の中で所定
の穿孔深さに延びる。一部の実施例において、ねじ山部１２は、第１骨６０の実質的な全
幅に延びることができる。一部の実施例において、ねじ山部１２は、シャフト６の一部が
管６８内に位置する深さに挿入される。拡張可能部１０は、第１端部４の第１骨６０の中
への挿入の間に陥没位置で維持される。拡張可能部１０は、例えば、拡張可能部１０上に
配置されたスリーブ（図１８参照）により陥没位置で維持されることができる。
【００２３】
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　槌状足指インプラント２を第１骨６０に結合した後、槌状足指インプラント２の第２端
部８は、第２骨６２の中に挿入される。拡張可能部１０は、第２骨６２の中に形成された
管６５内に挿入される。管６５は、挿入の間に陥没位置で拡張可能アーム１０ａ～１０ｄ
を維持する力を拡張可能部１０に加えて拡張可能部１０が管６５を横断することを許容す
る。槌状足指インプラント２が骨６２の中に完全に挿入されないため、第１骨６０と第２
骨６２との間にギャップが存在する。
【００２４】
　第１長さ「Ａ」は、逆カウンターシンクの表面を有する図７に例示された初期位置から
拡張可能端部１０の移動距離を例示する。第２長さ「Ｂ」は、第１骨６０と第２骨６２と
の間の対応するギャップを例示する。インプラント２が挿入されるときに長さ「Ｂ」と実
質的に同一の距離「Ａ」を有することは、関節が完全に閉鎖されることを保証する。
【００２５】
　図８は第２骨６２の中に完全に挿入された槌状足指インプラント２を例示する。第１骨
６０および第２骨６２は整列され、その間の関節は閉鎖されて、拡張可能部１０を第２骨
６２の中に形成された逆カウンターシンク６６内に圧入させる。図８に図示されるように
、拡張可能アーム１０ａ～１０ｄは、逆カウンターシンク６６内に完全に挿入されるとき
に配置位置に拡張される。拡張可能アーム１０ａ～１０ｄは、管６５を越えて拡張され、
逆カウンターシンク６６の軸受表面を締結するのに十分な配置直径を有する。逆カウンタ
ーシンク６６は、拡張可能部１０が最小空間を有するか如何なる追加空間を有することな
く逆カウンターシンク内に嵌合して固定位置で槌状足指インプラント２を維持するように
サイズ設定される。一部の実施例において、拡張可能アーム１０ａ～１０ｄは、逆カウン
ターシンク６６の直径と同一の拡張直径を含む。一部の実施例において、拡張可能アーム
１０ａ～１０ｄは、逆カウンターシンク６６の直径よりも大きい直径に偏向されて拡張可
能アーム１０ａ～１０ｄが逆カウンターシンク６６の内部壁と接触することを許容する。
【００２６】
　図９は逆カウンターシンク６６内に挿入された拡張可能部１０の分離図を例示する。図
示されているように、拡張可能アーム１０ａ～１０ｄは、逆カウンターシンク６６の直径
と実質的に同一の直径に拡張される。一部の実施例において、拡張可能アーム１０ａ～１
０ｄは、空洞６６の直径よりも大きい直径に偏向されて拡張可能アーム１０ａ～１０ｄが
カウンターシンク６６の全体直径に拡張されることを保証する。逆カウンターシンク６６
は、設置後に槌状足指インプラント２の移動を防止するために最小余裕空間を有する拡張
可能部１０を収容するようにサイズ設定および構成される。逆カウンターシンク６６が円
錐状空洞に図示されているが、逆カウンターシンク６６は、拡張構成で拡張可能部１０の
形状に対応する如何なる適切な形状を含むことができる。
【００２７】
　図６～図９および図２０を参照すると、第１骨６０および第２骨６２を結合するための
方法６００が論議される。第１ステップ６０２において、管６８は、第１骨６０の中に形
成される。管６８は、槌状足指インプラント２の第１端部４を収容するようにサイズ設定
および構成される。第２ステップ６０４において、管６５は、第２骨６２の中に形成され
る。第２骨６２の中の管６５は、道具５０を収容するようにサイズ設定および構成される
。道具５０は、第２骨６２の中に逆カウンターシンク６６を形成するように構成される。
第１骨６０の中の管６８および／または第２骨６２の中の管６５は、例えば、Ｋ‐鋼線、
ドリルおよび／または如何なる他の適切な装置を使用して形成されることができる。一部
の実施例において、第１骨６０は基節骨を含み、第２骨６２は中節骨を含む。
【００２８】
　第３ステップ６０６において、道具５０は、第２骨６２の中に形成された管６５内に挿
入される。道具５０は、道具先端５２と、シャフト５４と、を含む。道具５０は、管６５
内で第１所定の深さに挿入される。一部の実施例において、道具先端５２が管の閉鎖端部
と接触するまで道具５０が挿入される。他の実施例において、道具先端５２は、道具５２
上に現れた第１所定の深さに挿入される。配置可能切断エッジ５６は、シャフト５４に結
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合される。道具先端５２およびシャフト５４は、管６５内で第２所定の深さに切断エッジ
５６を位置させるように構成される。第４ステップ６０８において、切断エッジ５６が配
置され、道具５０は、中心軸で回転されて、第４ステップ６０８の間に第２骨の中に逆カ
ウンターシンク６６を形成する。逆カウンターシンク６６を形成した後、切断エッジ５６
は、シャフト５４に対して陥没され、第５ステップ６１０において、道具５０は、管６５
から除去される。
【００２９】
　第６ステップ６１２において、スリーブ（図１８参照）は、槌状足指インプラント２の
拡張可能部１０上に配置される。スリーブは、拡張可能部１０を圧縮し、槌状足指インプ
ラント２を回転させるためのハンドルを提供するように構成される。一部の実施例におい
て、第６ステップ６１２が省略される。第７ステップ６１４において、槌状足指インプラ
ント２の第１端部４は、第１骨６０の中に形成された管６８内に挿入される。槌状足指イ
ンプラント２は、例えば、ねじ山部１２を管６８と回転可能に接するようにすることで挿
入されることができる。槌状足指インプラント２は、第１骨６０の中で所定の深さに挿入
される。所定の深さは、ねじ山部１２の長さに対応することができる。一部の実施例にお
いて、ねじ山部１２は、第１骨６０の全幅を介して実質的に延びるように構成される。一
部の実施例において、シャフト６の一部は、管６８内に挿入される。
【００３０】
　第１端部４が第１骨６０の中に挿入された後、槌状足指インプラント２の第２端部４は
、第８ステップ６１６の間に第２骨６２の中に挿入される。陥没位置で拡張可能アーム１
０ａ～１０ｄを維持するためにスリーブが拡張可能部１０上に配置されると、スリーブは
、第２端部４を第２骨の中に挿入する前に除去される。一部の実施例において、拡張可能
アーム１０ａ～１０ｄは、拡張位置に偏向される。
【００３１】
　拡張可能部１０は、第２骨６２の中に形成された管６５内に挿入される。管６５は、拡
張可能アーム１０ａ～１０ｄ上に力を加え、拡張可能アーム１０ａ～１０ｄを陥没位置で
圧入させる。陥没位置で、拡張可能部１０は、管６５を介して嵌合するようにサイズ設定
および構成される。例えば、一部の実施例において、拡張可能アーム１０ａ～１０ｄは、
管６５の内径と同一またはより小さい直径を陥没位置で有する。拡張可能部１０は、管６
５を介して第２骨６２の中に形成された逆カウンターシンク６６に挿入される。第９ステ
ップ６１８において、拡張可能アーム１０ａ～１０ｄは、図８～図９に図示されるように
、拡張構成を仮定する。拡張可能アーム１０ａ～１０ｄは、第２骨６２の中に形成された
逆カウンターシンク６６の軸受表面と接する。一部の実施例において、槌状足指インプラ
ント２の逆カウンターシンク６６および拡張可能部１０は、拡張可能ヘッド１０を逆カウ
ンターシンク６６内に挿入した後、槌状足指インプラント２の移動を防止するようにサイ
ズ設定および構成される。
【００３２】
　図１０～図１６は第１骨６０および第２骨６２を接合するためのインプラントの追加実
施例を例示する。図１０～図１１は第１拡張可能アーム１１０ａおよび第２拡張可能アー
ム１１０ｂを有する拡張可能部１１０を含むインプラント１０２の一実施例を例示する。
他の実施例において、インプラント１０２は、図１～図９と関連して記載した槌状足指イ
ンプラント２と類似する。インプラント１０２は、例えば、基節骨および中節骨のような
第１骨６０および第２骨６２を結合するように構成される。図１０は正方形シャフト１０
６ａを有するインプラント１０２の一実施例を例示する。図１１は円筒状シャトプ１０６
ｂを有するインプラント１０２の一実施例を例示する。当業者は、シャフト１０６が如何
なる適切な断面形状を含むことができることを認知するであろう。
【００３３】
　図１２～図１６はシャフト２０６，３０６により結合された第１拡張可能部２０４ａ，
３０４ａと、第２拡張可能部２０４ｂ，３０４ｂと、を含む槌状足指インプラント２０２
，３０２の実施例を例示する。図１２～図１４は正方形シャフト２０６により結合された
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第１拡張可能部２０４ａおよび第２拡張可能部２０４ｂを有するインプラント２０２の一
実施例を例示する。第１および第２拡張可能部２０４ａ，２０４ｂそれぞれは、複数の拡
張可能アーム２１０ａ～２１０ｄ，２１４ａ～２１４ｄを含む。拡張可能アーム２１０ａ
～２１０ｄ，２１４ａ～２１４ｄは、図１２および図１３で陥没位置に例示される。図１
４は拡張可能アーム２１０ａ～２１０ｄ，２１４ａ～２１４ｄを拡張位置で例示する。拡
張可能部２０４ａ，２０４ｂは、図１～図９と関連して論議された拡張可能部１０と類似
する。図１５および図１６は円筒状シャフト３０６により結合された第１拡張可能部３０
４ａと第２拡張可能部３０４ｂとを含むインプラント３０２の一実施例を例示する。拡張
可能部３０４ａ，３０４ｂそれぞれは、複数の拡張可能アーム３１０ａ～３１０ｄ，３１
４ａ～３１４ｄを含む。
【００３４】
　インプラント２０２，３０２は、第１骨を第２骨に、例えば、中節骨を基節骨に接合す
るように構成される。図１７は第１骨３６０および第２骨３６４を結合するインプラント
３０２の一実施例を例示する。逆カウンターシンク３６６a，３６６ｂを含む管３６５ａ
，３６５ｂは、第１骨３６０および第２骨３６２それぞれに形成される。逆カウンターシ
ンク３６６a，３６６ｂは、例えば、図４～図６とともに記載された道具５０により形成
されることができる。インプラント３０２の第１端部３０４ａは、陥没状態で第１骨３６
０の管３６５ａ内に挿入される。一部の実施例において、管３６５ａは、拡張可能アーム
３１０ａ～３１０ｄ上に力を加えて、管３６５ａを介して摺動自在に遷移するようにサイ
ズ設定および構成された拡張可能アーム３１０ａ～３１０ｄを陥没位置で維持する。拡張
可能部３０４ａが逆カウンターシンク３６６ａに至るときに、拡張可能アーム３１０ａ～
３１０ｄは拡張され、逆カウンターシンク３６６ａの軸受表面を締結して第１骨３６０で
インプラント３０２を維持する。
【００３５】
　インプラント３０２の第２拡張可能部３０４ｂは、第２骨３６２の中に形成された管３
６５ｂ内に挿入される。管３６５ｂは、逆カウンターシンク３６６ｂを含む。インプラン
ト３０２の第２端部３０４ｂは、陥没状態で第２骨３６２の管３６５ｂ内に挿入される。
一部の実施例において、管３６５ｂは、インプラント３０２の挿入の間に陥没状態で拡張
可能アーム３１４ａ～３１４ｄを圧入させて第２端部３０４ｂが管３６５ｂを横断するこ
とを許容する。第２拡張可能部３０４ｂが逆カウンターシンク３６６ｂに至るときに、拡
張可能アーム３１４ａ～３１４ｄは配置位置に拡張され、逆カウンターシンク３６６ｂの
軸受表面を締結する。第１骨３６０および第２骨３６２は整列され、インプラント３０２
により維持される。
【００３６】
　図１２～図１７および図２１を参照すると、第１骨６０および第２骨６２を結合するた
めの方法６５０が論議される。第１ステップ６５２において、管６８は、第１骨６０の中
に形成される。第２ステップ６５４において、管６５は、第２骨６２の中に形成される。
管６５および６８は、道具５０を収容するようにサイズ設定および構成される。道具５０
は、第１骨６０および第２骨６２それぞれに逆カウンターシンク６６を形成するように構
成される。第１骨６０の中の管６８および／または第２骨６２の中の管６５は、例えば、
Ｋ‐鋼線、ドリルおよび／または如何なる他の適切な装置を使用して形成されることがで
きる。一部の実施例において、第１骨６０は基節骨を含み、第２骨６２は中節骨を含む。
【００３７】
　第３ステップ６５６において、道具５０は、第２骨６２の中に形成された管６５内に挿
入される。道具５０は、道具先端５２とシャフト５４とを含む。道具５０は、管６５内に
第１所定の深さに挿入される。一部の実施例において、道具先端５２が管の閉鎖端部と接
触するまで道具５０が挿入される。他の実施例において、道具先端５２は、道具５２上に
現れた第１所定の深さに挿入される。配置可能切断エッジ５６は、シャフト５４に結合さ
れる。道具先端５２およびシャフト５４は、管６５内で第２所定の深さに切断エッジ５６
を位置させるように構成される。第４ステップ６５８において、切断エッジ５６が配置さ
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れ、道具５０は中心軸で回転されて、第４ステップ６０８の間に第２骨の中に逆カウンタ
ーシンク６６を形成する。逆カウンターシンク６６を形成した後、切断エッジ５６は、シ
ャフト５４に対して陥没され、第５ステップ６６０において、道具５０は、管６５から除
去される。第６ステップ６６２において、道具は、第１骨６０の中に形成された管６８内
に挿入され、配置可能切断エッジ５６が配置され、逆カウンターシンクは、第１骨６０の
中に形成される。配置可能切断エッジ５６は、第１骨の中に逆カウンターシンクを形成し
た後、シャフト５４に対して陥没され、道具５０は、第１骨６０から除去される。
【００３８】
　第７ステップ６６４において、スリーブ（図１８参照）は、槌状足指インプラント２０
２の第２拡張可能部２１４上に配置される。スリーブは、第２拡張可能部２１４を圧縮し
、槌状足指インプラント２を把持するためのハンドルを提供するように構成される。一部
の実施例において、第６ステップ６１２が省略される。第８ステップ６６６において、槌
状足指インプラント２の第１拡張可能端部２１０は、第１骨６０の中に形成された管６８
内に挿入される。管６８は、拡張可能アーム２１０ａ～２１０ｄ上に力を加え、拡張可能
アーム２１０ａ～２１０ｄを陥没位置に圧入させる。陥没位置で、拡張可能部２１０は、
管６８を介して嵌合するようにサイズ設定および構成される。例えば、一部の実施例にお
いて、拡張可能アーム２１０ａ～２１０ｄは、管６８の内径と同一またはより小さい直径
を陥没位置で有する。拡張可能部２１０は、管６８を介して第１骨６０の中に形成された
逆カウンターシンクに挿入される。第９ステップ６６８において、拡張可能アーム２１０
ａ～２１０ｄは、拡張構成を仮定する。拡張可能アーム２１０ａ～２１０ｄは、第１骨６
０の中に形成された逆カウンターシンクの軸受表面と接する。一部の実施例において、逆
カウンターシンクおよび槌状足指インプラント２０２の拡張可能部２１０は、拡張可能ヘ
ッド２１０を逆カウンターシンク内に挿入した後、槌状足指インプラント２０２の移動を
防止するようにサイズ設定および構成される。
【００３９】
　第１拡張可能部２１０が第１骨６０の中に挿入された後、槌状足指インプラント２０２
の第２拡張可能部２１４は、第３ステップ６７０の間に第２骨６２の中に挿入される。ス
リーブが拡張可能部２１４上に配置されて陥没位置で拡張可能アーム２１４ａ～２１４ｄ
を維持すると、スリーブは、挿入の前に除去される。一部の実施例において、拡張可能ア
ーム２１４ａ～２１４ｄは、拡張位置に偏向される。
【００４０】
　第２拡張可能部２１４は、第２骨６２の中に形成された管６５内に挿入される。管６５
は、拡張可能アーム２１４ａ～２１４ｄ上に力を加え、拡張可能アーム２１４ａ～２１４
ｄを陥没位置に圧入させる。陥没位置で、第２拡張可能部２１４は、管６５を介して嵌合
されるようにサイズ設定および構成される。例えば、一部の実施例において、拡張可能ア
ーム２１４ａ～２１４ｄは、管６５の内径と同一またはより小さい直径を陥没位置で有す
る。第２拡張可能部２１４は、管６５を介して第２骨６２の中に形成された逆カウンター
シンク６６に挿入される。第１１ステップ６７２において、拡張可能アーム２１４ａ～２
１４ｄは、拡張構成を仮定する。拡張可能アーム２１４ａ～２１４ｄは、第２骨６２の中
に形成された逆カウンターシンク６６の軸受表面と接する。一部の実施例において、逆カ
ウンターシンク６６および槌状足指インプラント２０２の第２拡張可能部２１４は、第２
拡張可能部２１４を逆カウンターシンク６６内に挿入した後、槌状足指インプラント２０
２の移動を防止するようにサイズ設定および構成される。
【００４１】
　図１８は槌状足指インプラントの一つ以上の実施例を挿入するように構成されたスリー
ブおよびドライバーの組み合わせの一実施例を例示する。例えば、一部の実施例において
、スリーブおよびドライバーの組み合わせ４００は、図１～図１７に例示された槌状足指
インプラント２、１０２、２０２、３０２とともに使用されるように構成される。スリー
ブおよびドライバーの組み合わせ４００は、インプラント２の拡張可能部１０を収容する
ように構成されたチャネル４０４を規定する縦方向スリーブ４０２を含む。拡張可能部１
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０の拡張可能特徴部１０ａ～１０ｄは、チャネル４０４によりインプラント２に対して圧
縮され、陥没位置で維持される。スリーブおよびドライバーの組み合わせ４００は、ドラ
イバーヘッド４０６を含む。ドライバーヘッド４０６は、インプラント２を前進させるた
めにスリーブおよびドライバーの組み合わせ４００をハンドルに取付けるように構成され
た迅速連結特徴部４０８を含むことができる。迅速連結特徴部４０８およびハンドルは、
第１端部４を第１骨に結合するために並進、回転、および／または如何なる他の適切な移
動を提供するように構成されることができる。一部の実施例において、チャネル４０４の
内部メイティング（ｍａｔｉｎｇ）特徴部は、回転制御を提供してインプラント２が近位
に前進したり遠位に後進することができる。例えば、一実施例において、拡張可能特徴部
１０ａ～１０ｄおよびチャネル４０４は、逆フィリップヘッド交差面のように作動する。
図１９はスリーブおよびドライバーの組み合わせ５００の代案の実施例を例示する。図１
９の実施例において、チャネル５０４は、拡張可能側面１０の拡張可能特徴部１０ａ～１
０ｄを収容するためのより広い開口部および円形エッジを含む。
【００４２】
　一部の実施例において、骨インプラントが開示される。骨インプラントは、第１骨に結
合されるように構成された第１端部と、少なくとも一つの拡張可能特徴部を含む第１拡張
可能部を規定する第２端部と、第１端部と第２端部との間で縦方向に延びる長方形シャフ
トと、を含む。第１拡張可能部は、陥没状態で第２骨の中に形成された逆カウンターシン
ク内に収容されるようにサイズ設定および構成される。第１拡張可能部は、逆カウンター
シンク内で拡張されて少なくとも一つの拡張可能特徴部が逆カウンターシンクの軸受表面
に結合される。
【００４３】
　一部の実施例において、第１拡張可能部は、複数の拡張可能アームを含む。
　一部の実施例において、拡張可能部は、４個の拡張可能アームを含む。
【００４４】
　一部の実施例において、第１端部は、ねじ山部を含む。
　一部の実施例において、ねじ山部は、第１骨の厚さを介して延びるに十分な長さを含む
。
【００４５】
　一部の実施例において、第１端部は、少なくとも一つの拡張可能特徴部を含む第２拡張
可能部を規定する。第２拡張可能部は、陥没状態で第１骨の中に形成された逆カウンター
シンク内に収容されるように構成される。第２拡張可能部は、逆カウンターシンク内で拡
張され、少なくとも一つの拡張可能特徴部は、逆カウンターシンクの軸受表面に結合され
る。
【００４６】
　一部の実施例において、第２拡張可能部は、複数の拡張可能アームを含む。
　一部の実施例において、第１拡張可能部は、ニチノール、チタン、合金、およびステン
レス鋼からなる群から選択される材料を含む。
【００４７】
　一部の実施例において、第１骨は基節骨を含み、第２骨は中節骨を含む。
　一部の実施例において、細長いシャフトは、所定の長さで延び、第１端部が第１骨の中
に完全に挿入され、第２端部が第２骨の中に完全に挿入されるときに第１骨と第２骨との
間に実質的にギャップがない。
【００４８】
　一部の実施例において、手術道具が開示される。手術道具は、骨の中に形成された管内
に収容されるようにサイズ設定および構成されたシャフトと、シャフトと一体に形成され
た少なくとも一つの切断エッジと、を含む、拡張可能切断エッジは、管内への挿入のため
に構成された陥没位置と、管内に逆カウンターシンクを形成するように構成された拡張位
置と、を含む。拡張可能切断エッジは、管内に挿入された後に拡張位置に配置される。
【００４９】
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　一部の実施例において、手術道具は、管の端部と接触し、管の端部から所定の長さで拡
張可能切断エッジを離隔させるように構成された円錐状ヘッドを含む。
【００５０】
　一部の実施例において、少なくとも一つの拡張可能切断エッジは、機械的屈曲により配
置される。
【００５１】
　一部の実施例において、少なくとも一つの拡張可能切断エッジは、ヒンジを含む。
　一部の実施例において、少なくとも一つの拡張可能切断エッジは、シャフトが回転する
ときに逆カウンターシンクを形成するように構成される。
【００５２】
　一部の実施例において、槌状足指を校正するための方法が開示される。方法は、第１骨
の中に第１管を形成するステップと、第２骨の中に第２管を形成するステップと、第２管
内に手術道具を挿入するステップと、手術道具を回転させて第２骨の第２管内に逆カウン
ターシンクを形成するステップと、を含む。手術道具は、シャフトと、シャフトの第１端
部に位置したヘッドと、シャフトと一体に形成され、陥没位置から拡張位置まで配置可能
な拡張可能切断エッジと、を含む。
【００５３】
　一部の実施例において、方法は、インプラントの第１端部を第１骨の中の第１管内に挿
入するステップをさらに含む。
【００５４】
　一部の実施例において、方法は、インプラントの第２端部を第２骨の中の第２管内に挿
入するステップをさらに含む。インプラントの第２端部は、拡張可能部を含み、拡張可能
部は、少なくとも一つの拡張可能特徴部を含む。拡張可能部は、陥没位置で第２管を介し
て逆カウンターシンクに挿入される。少なくとも一つの拡張可能特徴部は、逆カウンター
シンク内で拡張され、少なくとも一つの拡張可能特徴部は、逆カウンターシンクの軸受表
面に結合される。
【００５５】
　一部の実施例において、管は、拡張可能部上に力を加えて挿入の間に陥没状態で拡張可
能部を維持する。少なくとも一つの拡張可能特徴部は、逆カウンターシンク内に完全に挿
入されるときに配置される。
【００５６】
　一部の実施例において、インプラントの第１端部は、ねじ山部を含む。インプラントの
第１端部を挿入するステップは、ねじ山部を回転させて第１管と締結するステップを含む
。
【００５７】
　一部の実施例において、槌状足指インプラントを校正するための方法が開示される。方
法は、第１骨の中に第１管を形成するステップと、第２骨の中に第２管を形成するステッ
プと、手術道具を第１管内に挿入するステップと、を含む。手術道具は、シャフトと、シ
ャフトの第１端部に位置したヘッドと、シャフトと一体に形成され、陥没位置から拡張位
置まで配置可能な拡張可能切断エッジと、を含む。方法は、手術道具を回転させて第１骨
の第１管内に逆カウンターシンクを形成するステップと、手術道具を第２管内に挿入する
ステップと、手術道具を回転させて第２骨の第２管内に逆カウンターシンクを形成するス
テップと、をさらに含む。
【００５８】
　一部の実施例において、方法は、インプラントの第１端部を第１骨の中の第１管内に挿
入するステップをさらに含む。インプラントの第１端部は、少なくとも一つの拡張可能特
徴部を有する第１拡張可能部を含む。第１拡張可能部は、陥没位置で第１管を介して逆カ
ウンターシンクに挿入される。少なくとも一つの拡張可能特徴部は、逆カウンターシンク
内で拡張されて、少なくとも一つの拡張可能特徴部は、逆カウンターシンクの軸受表面に
結合される。
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【００５９】
　一部の実施例において、第１管は、第１拡張可能部上に力を加えて、挿入の間に陥没状
態で第１拡張可能部を維持する。少なくとも一つの拡張可能特徴部は、逆カウンターシン
ク内に完全に挿入されるときに配置される。
【００６０】
　一部の実施例において、方法は、インプラントの第２端部を第２骨の中の第２管内に挿
入するステップをさらに含む。インプラントの第２端部は、少なくとも一つの拡張可能特
徴部を有する第２拡張可能部を含む。第２拡張可能部は、陥没位置で第２管を介して逆カ
ウンターシンク内に挿入される。少なくとも一つの拡張可能特徴部は、逆カウンターシン
ク内で拡張されて、少なくとも一つの拡張可能特徴部は、逆カウンターシンクの軸受表面
に結合される。
【００６１】
　一部の実施例において、第２管は、第２拡張可能部上に力を加えて、挿入の間に陥没状
態で第２拡張可能部を維持する。少なくとも一つの拡張可能特徴部は、逆カウンターシン
ク内に完全に挿入されるときに配置される。
【００６２】
　本発明対象が例示的な実施例について記載しているが、本発明は、これに制限されない
。むしろ、別添の請求項は、当業者により行われうる他の変形および実施例を含むように
広範に解釈されるべきである。
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