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(57)【要約】
　骨幹端部（１）は、一方のヘッド端部において股関節
に対してヒンジボールを取り付けるようヒンジボール又
は手段を与えられる第１の端部を備える取付けピン５を
、他方のヘッド端部において骨幹において当該人工股関
節を締結する締結ピン（７）を有する長方形のプレート
（３）を備える。プレートの第１の部分（３Ａ）は、取
付けピン５の第１の側部において延在する。取付けピン
５は、プレートの第１の部分に対して９０度より小さい
角度アルファ、及び締結ピンとプレートの第１の部分（
３Ａ）との間における接続の位置における締結ピン（７
）に対する接線Ｌ１は、プレートの第１の部分（３Ａ）
に対して９０度より大きい角度ベータを形成する。人工
股関節（１）を単純に骨へと挿入するよう、締結ピン（
７）は、プレート（３）から前方方向にプレートの第１
の部分（３Ａ）まで湾曲形状を示す。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨幹端部であって、
　股関節に対してヒンジボールを取り付けるようヒンジボール又は手段を与えられる第１
の端部を備える取付けピンと、
　骨幹において当該人工股関節を締結する締結ピンと、
　を有し、
　該締結ピンは、隣接表面を与えられ且つ前記取付けピンの第２の端部に対して接続され
る第１の端部を備え、前記隣接表面の第１の部分は、長手方向断面で見て前記取付けピン
の第１の側部上において延在し、前記隣接表面の第２の部分は、前記取付けピンの第２の
側部上において延在し、
　前記取付けピンは、長手方向断面で見て前記隣接表面の前記第１の部分に対して９０度
より小さい角度αを有し、
　前記締結ピンは、長手方向で見て前記隣接表面から前方方向において前記隣接表面の前
記第１の部分まで湾曲形状を備え、前記隣接表面の位置において前記締結ピンの中空な側
部に対する接線は、前記隣接表面の前記第１の部分に対して９０度より大きい角度βを形
成する、
　ことを特徴とする骨幹端部。
【請求項２】
　前記角度βは、１００度乃至１２０度である、
　ことを特徴とする請求項１記載の骨幹端部。
【請求項３】
　前記角度αは、４０度乃至７０度である、
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の骨幹端部。
【請求項４】
　前記締結ピンの曲率の内径は、６０ミリメートル乃至１２０ミリメートルである、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の骨幹端部。
【請求項５】
　当該人工股関節は更に、長方形プレートを有し、
　該長方形プレートは、前記取付けピンと前記締結ピンとの間において存在し、また前記
隣接表面に対して平行し、
　前記取付けピンは前記プレートの一方のヘッド端部において存在し、前記締結ピンは前
記プレートの対向するヘッド端部において存在し、前記プレートは、周囲のより大きな部
分に沿って締結ピンを越えて延在し、フランジを形成する、
　ことを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか一項記載の骨幹端部。
【請求項６】
　前記締結ピンは、該締結ピンの自由端部から開始する該締結ピンの長手方向において延
在する溝を備え、前記締結ピンの前記自由端部における前記溝の端部は、開放している、
　ことを特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか一項記載の骨幹端部。
【請求項７】
　前記締結ピンは、フォームコーティングを与えられる、
　ことを特徴とする請求項１乃至６のうちいずれか一項記載の骨幹端部。
【請求項８】
　前記締結ピンは、フォームコーティングを与えられる、
　ことを特徴とする請求項７記載の骨幹端部。
【請求項９】
　前記第１の端部の位置において、あるいは前記第１の端部に近接して、前記締結ピンは
、前記締結ピンの周囲全体にわたって延在する突出リッジを与えられる、
　ことを特徴とする請求項８記載の骨幹端部。
【請求項１０】
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　前記リッジは、防水コーティングを与えられる、
　ことを特徴とする請求項９記載の骨幹端部。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、骨幹端部に係る。当該骨幹端部は、股関節に対してヒンジボールを取り付け
るようヒンジボール又は手段を与えられる第１の端部を備える取付けピン、及び、骨幹（
ｓｈａｆｔ　ｏｆ　ａ　ｂｏｎｅ）において当該人工股関節を締結する締結ピンを有する
。該締結ピンは、隣接表面を与えられ且つ取付けピンの第２の端部に対して接続される第
１の端部を備え、隣接表面の第１の部分は、長手方向断面で取付けピンの第１の側部上に
おいて延在し、隣接表面の第２の部分は、取付けピンの第２の側部上において延在する。
取付けピンは、長手方向断面で見て隣接表面の第１の部分に対して９０度より小さい角度
αを有する。取付けピン及び締結ピンは、互いに対して取外し可能に接続されるかあるい
は接続されない２つの別個の構成要素であり得るか、あるいは全体的に１つの構成要素を
形成し得る。
【背景技術】
【０００２】
　この種類の骨幹端部は、ＥＰ－Ａ－１　２０５　１６３（特許文献１）から既知である
。この既知の人工股関節において、締結ピンは、円筒形の形状を備え、外科手術によって
導入された後の締結ピンは、骨の頚部（ｎｅｃｋ　ｐｏｒｔｉｏｎ）（これは、股関節球
部（ｂａｌｌ　ｐａｒｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｉｐ　ｊｏｉｎｔ）が存在した骨の部分であ
る）の軸に沿って延在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＥＰ－Ａ－１　２０５　１６３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、冒頭で定義付けられた種類の骨幹端部を与える、ことを目的とする。当該骨
幹端部は、最小限に侵襲的な技術を有して、既知の人工股関節と同様に頑丈に骨において
固定され得る一方、人工股関節を導入するための開放は、先行技術による人工股関節が導
入されるときより更に小さくされ得る。これを目的として、本発明に従った骨幹端部は、
締結ピンが、長手方向断面で見て隣接表面から前方方向において隣接表面の第１の部分ま
で湾曲形状を備え、隣接表面の位置において締結ピンの中空な側部に対する接線は、隣接
表面の第１の部分に対して９０度より大きい角度βを形成する。締結ピンが湾曲性を有し
且つ先行技術における人工股関節より短い結果として、本発明に従った人工股関節は、先
行技術に従った人工股関節より小さい開放を介して導入され得る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に従った骨幹端部の一実施例は、角度βが１００度乃至１２０度である、ことを
特徴とする。角度βは、望ましくは１１０度と同等である。
【０００６】
　本発明に従った骨幹端部の更なる一実施例は、角度αが４０度乃至７０度である、こと
を特徴とする。角度αは、望ましくは５０度乃至６０度である。
【０００７】
　本発明に従った骨幹端部の更なる一実施例は、締結ピンの曲率の内径が６０ミリメート
ル乃至１２０ミリメートルである、ことを特徴とする。締結ピンの曲率の内径は望ましく
は、７５ミリメートル乃至１００ミリメートルである。
【０００８】
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　本発明に従った骨幹端部は、セメントで結合されない方途及びセメントで結合される方
途の両方で骨において固定され得る。セメントで結合されない方途及びセメントで結合さ
れる方途の両方で固定されるよう適切で割る本発明に従った骨幹端部の一実施例は、人工
股関節が望ましくは、取付けピンと締結ピンとの間において存在し且つ隣接表面に対して
平行する長方形プレート（ｏｂｌｏｎｇ　ｐｌａｔｅ）を有する、ことを特徴とする。取
付けピンは該プレートの一方のヘッド端部において存在し、締結ピンは対向するヘッド端
部において存在する。プレートは、締結ピンを越えて周囲のより大きな部分に沿って延在
し、フランジを形成する。続いてプレートは、取付けピン及び締結ピンを有して全体的に
１個（ｏｎｅ　ｗｈｏｌｅ）を形成し得、また、別個の部分であり得、取外し可能に取付
けピンと締結ピンとの間において導入され得る。
【０００９】
　続いて溝は、望ましくは締結ピンにおいて存在する。該溝は、締結ピンの自由端部から
開始して締結ピンの長手方向において延在し、締結ピンの自由端部における溝の端部は、
開放される。人工股関節のセメントで結合されない適用において、かかる溝の利点は、締
結ピンへの骨の成長が向上される、ということである。人工股関節のセメントで結合され
る適用においては、骨セメントは、人工股関節が骨セメントで充填される骨幹（ｓｈａｆ
ｔ）へと導入されるときに溝を充填するため、向上された固定が達成される。
【００１０】
　特にはセメントで結合されない方途において締結されるよう適切である本発明に従った
骨幹端部の一実施例は、人工股関節の締結ピンがフォームコーティングを与えられる、こ
とを特徴とする。このコーティングは望ましくは、基本的にタンタリウム（ｔａｎｔａｌ
ｉｕｍ）又はチタニウムコーティングである。結果として、骨はコーティングへと成長し
得るため、人工股関節は、骨において固定され、締結ピンの自由端部の位置における骨内
部のピーク張力は、低減されるか、あるいは全く発生しない。
【００１１】
　本発明に従った骨幹端部の更なる一実施例は、第１の端部の位置において、あるいは締
結ピンに近接して、締結ピンが締結ピンの周囲全体にわたって延在する突出リッジを与え
られる、ことを特徴とする。これの利点は、人工股関節が骨に対して適用されるときに、
このスポットにおける骨と人工股関節との間において防水密封が得られるため、細菌感染
の場合に細菌が骨に近付かないようにされる、ということである。
【００１２】
　リッジは望ましくは、防水コーティングを与えられるため、更にすぐれた密封が得られ
る。
【００１３】
　本発明は、図面に示される本発明に従った骨幹端部の実施例を参照して、以下において
より詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】長手方向断面におけるプレートの本発明に従った骨幹端部の第１の実施例を図示
する。
【図２】図１に示される人工股関節の斜視図である。
【図３】図１に示される人工股関節の側面図である。
【図４】本発明に従った骨幹端部の第２のフランジがない実施例の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、本発明に従った骨幹端部の一実施例の長手方向断面図である。骨幹端部１は、
一方のヘッド端部において股関節のヒンジボールを取り付けるための取付けピン５を、対
向するヘッド端部において骨幹において人工股関節を締結する締結ピン７を有する長方形
プレート３を備える。ここでのプレートの第１の部分３Ａは、取付けピン５の第１の側部
まで延在し、プレートの第２の部分３Ｂは、取付けピンの第２の側部まで延在する。
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【００１６】
　取付けピン５は、プレートの第１の部分３Ａに対して９０度より小さい角度αを形成し
、プレートの第１の部分３Ａに対する締結ピンの接続の位置における締結ピン７に対する
接線Ｌ１は、プレートの第１の部分３Ａに対して９０度より大きい角度βを形成する。プ
レートの第２の部分３Ｂに対する締結ピンの接続の位置における締結ピン７に対する接線
Ｌ２は、実質的に角度βと同等である第２の部分３Ｂに対する角度γを形成する。
【００１７】
　締結ピン７は、プレート３から前方方向においてプレートの第１の部分３Ａまで湾曲さ
れる。続いて締結ピン７は、長手方向にみて、自由端部７Ａまでテイパする。
【００１８】
　プレートの第１の部分３Ａの位置において、プレートは締結ピン７を越えて突出し、プ
レートの第２の部分３Ｂの位置において、プレートは締結ピンの外壁に接する。プレート
３、取付けピン５、及び締結ピン７は、全体的に一個として製造される。
【００１９】
　望ましくは、角度α及び締結ピン７の曲率の内径Ｒが互いに異なる人工股関節の多種の
実施例がある。人工股関節が導入される骨の形状に依存して、最善に適合する人工股関節
が選択され得る。全ての実施例において、角度αは５０乃至６０度であり、曲率半径Ｒは
７５乃至１００ミリメートルである。かかる全ての実施例において、角度βは１１０度と
同等である。
【００２０】
　図２において、人工股関節１は、明確にするよう斜視図で示される。人工股関節１は、
骨セメントを有する方途、及びセメントで結合されない方途の両方で、骨幹において固定
され得る。締結ピン７の側壁７Ｃは溝９を与えられるため、セメント結合での固定の場合
、骨セメントは、締結ピンに対してよりよく接着され得る。溝は、締結ピン７の長手方向
において自由端部７Ａから延在する。自由端部７Ａの位置において、溝９の端部は開放し
ており、人工股関節が骨幹へと挿入されるとき、骨セメントは、溝９へとよりよく流れ得
る。人工股関節１の側面図が示される図３において、溝９の端部９Ａが開放している、こ
とは明らかに顕著である。
【００２１】
　図４は、本発明に従った骨幹端部の第２の実施例の側面図である。この人工股関節１１
は、骨セメントを有さずに骨幹へと挿入されるよう意図される。人工股関節は、プレート
を有さず、取付けピン１３の第１の端部１３Ａにおいて、股関節に対するヒンジボールを
取り付ける為のコーン１５が与えられる。取付けピンの第２の端部１３Ｂは、締結ピン１
７の第１の端部１７Ａに対して直接締結される。この端部は、隣接表面１９を与えられ、
その第１の部分１９Ａは、側面図でみて、取付けピンの第１の側部まで延在し、隣接表面
の第２の部分１９Ｂは、取付けピンの第２の側部まで延在する。取付けピン１３は、側面
図でみて、隣接表面の第１の部分１９Ａに対して９０度より小さい角度α’を形成し、隣
接表面１９の位置における締結ピンの中空側部は、隣接表面の第１の部分１９Ａに対して
９０度より大きい角度β’を形成する。
【００２２】
　骨における人工股関節の適切な接着を得るよう、締結ピン１７の表面１７Ｃは、骨成長
を可能にするよう、タンタリウム又はチタニウムを有して作られるフォームコーティング
を備える。第１の端部１７Ａの近くにおいて、締結ピン１７は、従来の防水コーティング
を備えられる突出リッジ２１を備え得る。この利点は、人工股関節が骨へと挿入されると
き、防水密封は、この点において人工股関節と骨との間において与えられるため、細菌感
染の場合に細菌が骨に近付かないようにされる。
【００２３】
　本発明は、図面を参照して前述の通り説明されてきたが、本発明が添付の図面に示され
る実施例にいかようにも制限されない、ことは明言されるべきである。本発明はまた、請
求項によって定義付けられる趣旨及び範囲内において図面に示される実施例から離れた実
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施例にも及ぶ。例えば、図４中の実施例における突出リッジは、締結ピンが非防水フォー
ムコーティングを与えられる代わりに従来の防水コーティングを与えられる場合には、必
要ではない。その場合、リッジは省略され得る。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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