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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨折固定プレートに連結して使用するためのフックプレートにおいて、前記骨折固定プ
レートは骨接触面および対向面を含み、前記フックプレートは、
　第１の部分および第２の部分を有する剛性のプレートを含み、
　当該第１の部分は前記骨折固定プレートの前記対向面に摺動可能に係合するように適合
され、
　当該第２の部分は骨片に係合するために前記骨折固定プレートの縁を覆うように形成さ
れ、
　当該第１の部分は平面で形成されるとともに、第１の部分の平面を規定し、
　当該第２の部分は当該第１の部分の平面の下側に湾曲するとともに、前記骨片に係合す
るように適合されるフックエンドで終わる少なくとも２つの突部を有し、
　当該第１の部分はファスナーを使用して前記骨折固定プレートの前記対向面に係合する
ための閉じた長穴を含み、
　当該第１の部分は、前記第２の部分に係合する前記骨片を整復するように前記フックプ
レートに張力を加えるための張力補助具を含み、前記張力補助具は、前記骨折固定プレー
トへの前記フックプレートの締結より先に前記骨折固定プレートに対する前記フックプレ
ートの摺動を容易にする、フックプレート。
【請求項２】
　前記張力補助具は張力タブを含む請求項１に記載のフックプレート。
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【請求項３】
　前記張力タブは取り外し可能な張力離脱タブである請求項２に記載のフックプレート。
【請求項４】
　前記張力補助具は張力ポートを含む請求項１に記載のフックプレート。
【請求項５】
　前記ファスナーはねじ付きファスナーである請求項１に記載のフックプレート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、骨折部の固定、特に橈骨遠位端骨折の掌側固定用プレートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　橈骨遠位端用の骨折固定プレートが当業界で公知である。特に、コーレス骨折の治療用
の掌側骨折固定プレートが使用されることが多い。多くの既存の掌側プレートが効果的で
あるが、多くの場合、それらは、ａ）骨折部の良好な視覚化、ｂ）プレートと骨との間の
良好な接触を得ること、ｃ）特定の骨片を標的化するための必要性があること、ｄ）小さ
な掌側周縁片（ｖｏｌａｒ　ｍａｒｇｉｎａｌ　ｆｒａｇｍｅｎｔ）の固定、および、ｅ
）骨粗しょう症の骨幹骨の形態の、患者の病的状態などの状況に適合させることの手段、
を提供するものではない。さらに、数は少ないが有意な数において、公知の骨折固定プレ
ートおよび／またはそこに取り付けられたファスナーが、屈筋腱および／または伸筋腱に
当たり、術後に腱損傷または腱断裂を生じることがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、ａ）骨粗しょう症の骨幹骨へのプレートの優れた固定、ｂ）骨折線の
より良好な視覚化、ｃ）プレートと骨とを良好に接触させる術中の調節機能、ｄ）術後の
屈筋腱および伸筋腱の断裂のリスク削減、ｅ）小さな掌側周縁片の固定の改善、ｆ）特定
の骨折した骨片の標的化および固定の改善、およびｇ）プレートを取り付ける外科手術を
行うのに要求される時間の削減、を達成する独創的な特徴を提供することによって、従来
公知の装置の制限を克服することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本明細書において、橈骨遠位端用の掌側骨折固定プレートについて具体化した本発明を
示して説明するが、本発明の趣旨から逸脱せずに、かつ特許請求の等価物の範囲内で様々
な修正および構造的な変更を行い得るため、図示の詳細にのみ限定されるものではない。
【０００５】
　しかしながら、本発明の構成は、追加的な目的およびその利点と共に、添付の図面と関
連付けて読めば、以下の具体的に開示された実施形態の説明から最もよく理解できる。
　以下の本発明の説明に関して、「底面」はプレートの骨接触面を指し、「上面」は対向
面を指す。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明による骨折固定プレートの上面図である。
【図２】本発明による骨折固定プレートの底面図である。
【図３】本発明の追加的な特徴を示す図１の骨折固定プレートの追加的な上面図である。
【図４】本発明の追加的な特徴を示す図２の骨折固定プレートの追加的な底面図である。
【図５】骨折固定プレートの尺骨用ヘッド部にある穴によって規定されたスキュー軸を示
す本発明による骨折固定プレートの上面正射図（ｔｏｐ　ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｖｉｅ
ｗ）である。
【図６】骨折固定プレートの橈骨用ヘッド部にある穴によって規定されたスキュー軸を示
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す本発明による骨折固定プレートの上面正射図である。
【図７】骨折固定プレートの尺骨用ヘッド部にある穴によって規定されたスキュー軸を示
す本発明による骨折固定プレートの代替的な実施形態の上面正射図である。
【図８】骨折固定プレートの橈骨用ヘッド部にある穴によって規定されたスキュー軸を示
す本発明による骨折固定プレートの代替的な実施形態の上面正射図である。
【図９Ａ】骨ファスナーおよびＫワイヤーが内部に取り付けられた本発明による骨折固定
プレートの上面図（明瞭にするために半透視図）である。
【図９Ｂ】骨折固定プレートの尺骨側を示す、図９Ａの骨折固定プレートの縦断面である
。
【図９Ｃ】骨折固定プレートの橈骨側を示す、図９Ａの骨折固定プレートの縦断面である
。
【図１０Ａ】骨ファスナーが内部に取り付けられかつその相対位置を示すためにヒトの橈
骨に重ね合わされた、本発明の代替的な実施形態による骨折固定プレートの上面図である
。
【図１０Ｂ】骨折固定プレートの尺骨側を示す、図１０Ａの骨折固定プレートの縦断面で
ある。
【図１０Ｃ】骨折固定プレートの橈骨側を示す、図１０Ａの骨折固定プレートの縦断面で
ある。
【図１１】骨折固定プレートの骨接触面の様々な部分を示す、本発明による骨折固定プレ
ートの底面正射図（ｂｏｔｔｏｍ　ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｖｉｅｗ）である。
【図１２】骨折固定プレートの橈骨用ヘッド部の位置の調節機能範囲を示す、本発明によ
る骨折固定プレートの底面正射図である。
【図１３】分水界線に対する位置を示す、ヒトの橈骨の掌面に設置された本発明による骨
折固定プレートの代替的な実施形態の斜視図である。
【図１４】図１４Ａおよび図１４Ｂはヒトの橈骨の掌側にある屈筋腱と従来技術の単ヘッ
ドの骨折固定プレートとの間の相対位置を示す図である。図１４Ｃはヒトの橈骨の掌側に
ある屈筋腱と、本発明による骨折固定プレートとの間の相対位置を示す図である。
【図１５】図１５Ａおよび図１５Ｂは、それぞれ、従来技術のねじ付きファスナー、およ
び伸筋腱と、ヒトの橈骨の掌側に設置された骨折固定プレートに取り付けられた従来技術
のねじ付きファスナーとの間の相対位置を示す。図１５Ｃおよび図１５Ｄは、それぞれ、
本発明によるねじ付きファスナー、および伸筋腱と、ヒトの橈骨の掌側に設置された骨折
固定プレートに取り付けられた本発明によるねじ付きファスナーとの間の相対位置を示す
。
【図１６Ａ】本発明によるカニューレ挿入式の可変角度ファスナーの斜視図である。
【図１６Ｂ】本発明によるカニューレ挿入式の可変角度ファスナーの縦断面斜視図である
。
【図１７Ａ】図１６Ａおよび図１６Ｂのカニューレ挿入式の可変角度ファスナーを装着す
るための手順を示す。
【図１７Ｂ】図１６Ａおよび図１６Ｂのカニューレ挿入式の可変角度ファスナーを装着す
るための手順を示す。
【図１７Ｃ】図１６Ａおよび図１６Ｂのカニューレ挿入式の可変角度ファスナーを装着す
るための手順を示す。
【図１７Ｄ】図１６Ａおよび図１６Ｂのカニューレ挿入式の可変角度ファスナーを装着す
るための手順を示す。
【図１７Ｅ】図１６Ａおよび図１６Ｂのカニューレ挿入式の可変角度ファスナーを装着す
るための手順を示す。
【図１７Ｆ】図１６Ａおよび図１６Ｂのカニューレ挿入式の可変角度ファスナーを装着す
るための手順を示す。
【図１７Ｇ】図１６Ａおよび図１６Ｂのカニューレ挿入式の可変角度ファスナーを装着す
るための手順を示す。
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【図１７Ｈ】図１６Ａおよび図１６Ｂのカニューレ挿入式の可変角度ファスナーを装着す
るための手順を示す。
【図１７Ｉ】図１６Ａおよび図１６Ｂのカニューレ挿入式の可変角度ファスナーを装着す
るための手順を示す。
【図１８Ａ】本発明による縫合糸穴およびそれらの間の連通チャンネルを示す骨折固定プ
レートの代替的な実施形態の部分的な上面正射図である。
【図１８Ｂ】図１８Ａ中の骨折固定プレートの底面正斜図。
【図１９Ａ】本発明による掌側周縁片に骨折固定プレートと結合するために使用するフッ
クプレートを示す。
【図１９Ｂ】本発明による掌側周縁片に骨折固定プレートと結合するために使用するフッ
クプレートを示す。
【図１９Ｃ】本発明による掌側周縁片に骨折固定プレートと結合するために使用するフッ
クプレートを示す。
【図１９Ｄ】本発明による掌側周縁片に骨折固定プレートと結合するために使用するフッ
クプレートを示す。
【図１９Ｅ】本発明による掌側周縁片に骨折固定プレートと結合するために使用するフッ
クプレートを示す。
【図１９Ｆ】本発明による掌側周縁片に骨折固定プレートと結合するために使用するフッ
クプレートの第２の実施形態を示す。
【図１９Ｇ】本発明による掌側周縁片に骨折固定プレートと結合するために使用するフッ
クプレートの第２の実施形態を示す。
【図１９Ｈ】本発明による掌側周縁片に骨折固定プレートと結合するために使用するフッ
クプレートの第２の実施形態を示す。
【図１９Ｉ】本発明による掌側周縁片に骨折固定プレートと結合するために使用するフッ
クプレートの第２の実施形態を示す。
【図２０Ａ】本発明による、予め装着されたヘッドドリルガイド、本体ドリルガイド、Ｋ
ワイヤー目標ガイドおよびＫワイヤーとともに骨折固定プレートを示す。
【図２０Ｂ】本発明による、予め装着されたヘッドドリルガイド、本体ドリルガイド、Ｋ
ワイヤー目標ガイドおよびＫワイヤーとともに骨折固定プレートを示す。
【図２１Ａ】本発明による骨折固定プレートに対するヘッドドリルガイド、本体ドリルガ
イド、Ｋワイヤー目標ガイドおよびＫワイヤーの組み立てを示す。
【図２１Ｂ】本発明による骨折固定プレートに対するヘッドドリルガイド、本体ドリルガ
イド、Ｋワイヤー目標ガイドおよびＫワイヤーの組み立てを示す。
【図２１Ｃ】本発明による骨折固定プレートに対するヘッドドリルガイド、本体ドリルガ
イド、Ｋワイヤー目標ガイドおよびＫワイヤーの組み立てを示す。
【図２１Ｄ】本発明による骨折固定プレートに対するヘッドドリルガイド、本体ドリルガ
イド、Ｋワイヤー目標ガイドおよびＫワイヤーの組み立てを示す。
【図２２Ａ】本発明によるヘッドドリルガイドを示す。
【図２２Ｂ】本発明によるヘッドドリルガイドを示す。
【図２２Ｃ】本発明によるヘッドドリルガイドを示す。
【図２２Ｄ】本発明によるヘッドドリルガイドを示す。
【図２２Ｅ】本発明によるヘッドドリルガイドを示す。
【図２３Ａ】本発明によるＫワイヤー目標ガイドを示す。
【図２３Ｂ】本発明によるＫワイヤー目標ガイドを示す。
【図２３Ｃ】本発明によるＫワイヤー目標ガイドを示す。
【図２３Ｄ】本発明によるＫワイヤー目標ガイドを示す。
【図２３Ｅ】本発明によるＫワイヤー目標ガイドを示す。
【図２４Ａ】本発明によるヘッドドリルガイドおよびＫワイヤー目標ガイドの代替的な実
施形態の組み立てを示す。
【図２４Ｂ】本発明によるヘッドドリルガイドおよびＫワイヤー目標ガイドの代替的な実
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施形態の組み立てを示す。
【図２５Ａ】本発明による図２４Ａ、図２４ＢのＫワイヤー目標ガイドの代替的な実施形
態を示す。
【図２５Ｂ】本発明による図２４Ａ、図２４ＢのＫワイヤー目標ガイドの代替的な実施形
態を示す。
【図２５Ｃ】本発明による図２４Ａ、図２４ＢのＫワイヤー目標ガイドの代替的な実施形
態を示す。
【図２５Ｄ】本発明による図２４Ａ、図２４ＢのＫワイヤー目標ガイドの代替的な実施形
態を示す。
【図２５Ｅ】本発明による図２４Ａ、図２４Ｂのヘッドドリルガイドの代替的な実施形態
を示す。
【図２５Ｆ】本発明による図２４Ａ、図２４Ｂのヘッドドリルガイドの代替的な実施形態
を示す。
【図２５Ｇ】本発明による図２４Ａ、図２４Ｂのヘッドドリルガイドの代替的な実施形態
を示す。
【図２５Ｈ】本発明による図２４Ａ、図２４Ｂのヘッドドリルガイドの代替的な実施形態
を示す。
【図２６Ａ】本発明による本体ドリルガイドを示す。
【図２６Ｂ】本発明による本体ドリルガイドを示す。
【図２６Ｃ】本発明による本体ドリルガイドを示す。
【図２６Ｄ】本発明による本体ドリルガイドを示す。
【図２６Ｅ】本発明による本体ドリルガイドを示す。
【図２７Ａ】本発明によるプレート曲げ工具および骨折固定プレートと同一物の係合方法
を示す。
【図２７Ｂ】本発明によるプレート曲げ工具および骨折固定プレートと同一物の係合方法
を示す。
【図２８】本発明によるプレート曲げ具の使用方法および骨折固定プレートの曲げに係る
プレートホルダーを示す。
【図２９Ａ】本発明による所望の調整を達成するためプレート曲げ具に力を加える目的の
プレートホルダーおよびプレート曲げ具を使用した骨折固定プレートの組み立ての順序を
示す。
【図２９Ｂ】本発明による所望の調整を達成するためプレート曲げ具に力を加える目的の
プレートホルダーおよびプレート曲げ具を使用した骨折固定プレートの組み立ての順序を
示す。
【図２９Ｃ】本発明による所望の調整を達成するためプレート曲げ具に力を加える目的の
プレートホルダーおよびプレート曲げ具を使用した骨折固定プレートの組み立ての順序を
示す。
【図２９Ｄ】本発明による所望の調整を達成するためプレート曲げ具に力を加える目的の
プレートホルダーおよびプレート曲げ具を使用した骨折固定プレートの組み立ての順序を
示す。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　図１および図２を参照すると、骨接触面１０１および対向面１０２と、近位端および遠
位端を有する直線的なまたはわずかに湾曲する細長い本体部１１０と、複数の個別に調節
可能なヘッド部１２０、１３０とを有する、全体的に「Ｙ字」形状の骨折固定プレート１
００を示す。複数のヘッド部は、その遠位方向に分岐する尺骨の横軸ｕ１および橈骨の横
軸ｒ１の周りにおいて、本体部１１０に対して２０°以上であって、４５°以下の角度が
つけられている。本発明の一実施形態では、掌側橈骨固定プレートとして使用するために
、複数のヘッド部は、尺骨用ヘッド部１２０および橈骨用ヘッド部１３０として具体化さ
れる。ヘッド部１２０および１３０は、尺骨用首部１２５および橈骨用首部１３５によっ
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てそれぞれ独立して本体部１１０に連結され、それら首部は、本体部１１０の遠位端から
角度をなして分岐し、かつ個別に調節可能である。本体部１１０は、骨の骨幹部分に固定
されるものであり、一方、尺骨および橈骨用ヘッド部１２０および１３０は、それぞれ、
尺骨および橈骨の骨幹端の骨折の骨片を固定するように適合されている。ヘッド部１２０
と１３０との間、ならびに首部１２５と１３５との間に間隙１４０が形成されることによ
って、骨折線の良好な視覚化を可能にするとともに、屈筋腱の筋を干渉することなく調整
させる。
【０００８】
　図１および図２の骨折固定プレート１００は、ヒトの右側遠位橈骨の掌側に装着される
掌側プレートに対応する。ヒトの左側遠位橈骨の掌側に装着するための掌側プレート（図
示しない）は、骨折固定プレート１００の鏡像となるとともに、他の全ての点およびさら
に詳細な本発明の実施形態については同一である。本明細書に言及された、本発明の全て
の掌側プレートは、右側または左側遠位橈骨と、変化する解剖学に適した異なるサイズと
に適応可能に理解されるべきである。
【０００９】
　ここで、図１～４を参照して説明すると、骨折固定プレート１００の橈骨用ヘッド部１
３０は複数のねじ穴１６０を含む。この特定の実施形態では、橈骨用ヘッド部１３０は３
つのねじ穴１６０を含む。ねじ穴１６０は、例えば、３つの穴１６０が存在する場合には
三角形の頂点として、非線形に配置される。代替的な実施形態では、４つ以上のねじ穴１
６０が存在し、それらねじ穴は、多角形の頂点として配置される。穴１６０は、ａ）固定
角度関係（すなわち、穴１６０の軸に沿って）、または、ｂ）可変角度関係（すなわち、
穴１６０の軸に対して非同一線上の、外科医によって術中に選択された軸に沿って）のい
ずれかにおいて、穴１６０のねじ山に係合するように適合されたねじ付きヘッドを有する
骨ファスナー（すなわち、中実のまたは中空の（ｃａｎｎｕｌａｔｅｄ）スクリューまた
は釘）を収容するためのものである。同様に、尺骨用ヘッド部１２０は、同様に配置され
かつ橈骨用ヘッド部１３０にあるものと同様に機能を有する複数の穴のタイプ１６０を含
む。
【００１０】
　再度図１～４を参照して説明すると、骨折固定プレート１００の橈骨用ヘッド部１３０
は、任意選択的に、少なくとも１つのねじ山のない穴１６１を含む。穴１６１は、相補的
なサイズのキルシュナー（Ｋｉｒｓｃｈｎｅｒ）鋼線（以下「Ｋワイヤー」）を、既定の
角度関係で穴に通して、ヘッド部１３０の骨接触面１０１まで収容するためのものである
。Ｋワイヤー（図９Ａ、図９Ｂ、および図９Ｃに示す）は、対向面１０２を通ってプレー
トに入り、骨接触面１０１を通って骨折固定プレートを出る。同様に、尺骨用ヘッド部１
２０は、任意選択的に、橈骨用ヘッド部１３０の穴と同一の機能性を有する、少なくとも
１つのＫ型の穴を備え、かつ、下記でさらに説明するように、任意選択的に、縫合糸を収
容するために、相互に連結した穴１６４を備えてもよい。
【００１１】
　図１～４にさらに示すように、本実施形態では、本体部１１０は、少なくとも１つの固
定用穴１６２を含み、これは、ねじ付きであり、かつ相補的なねじ付きヘッドを備える固
定用ファスナーを収容するように適合されており、このねじ付きヘッドは、固定角度関係
（すなわち：固定用穴１６２の軸と同一線上）で固定用穴１６２のねじ山と係合する。ね
じ穴１６２の軸は、任意選択的に互いに対して斜めになっていてもよい（従来、非同一平
面上と定義される）。さらに、本体部１１０は、任意選択的に、コンプレッションスクリ
ューを収容する１つ以上のねじ山のない固定用スロット１６３を含み、外科手術中に、下
側にある骨に対してプレートを一時的に別の場所に移すことができるようにし得る。本体
部１１０は、任意選択的に、本体部を骨に一時的に固定するための、相補的なサイズにさ
れたＫワイヤーを収容するための１つ以上の穴１６１を含む。
【００１２】
　ここで図５～６を参照すると、複数の穴１６０および１６２によって規定された軸ａ１
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～ａ９を有する骨折固定プレート１００の一実施形態を示す。特定の骨折固定プレートに
おける軸ａ１、ａ２．．．ａＮの実際の数は、骨折固定プレートの特定の実施形態に存在
する穴１６０および１６２の数に応じる。尺骨用ヘッド部１２０の軸ａ１、ａ２およびａ
３は、互いに対して斜めになっている（以前定義した通り非同一平面上）が、相互に平行
する平面に存在する。橈骨用ヘッド部１３０の軸ａ４、ａ５、およびａ６も、互いに対し
て斜めになっており、かつまた、相互に平行する平面に存在する。しかしながら、第１の
組の軸（ａ１、ａ２、ａ３）が存在する平行面は、第２の組の軸（ａ４、ａ５、ａ６）が
存在する平行面に対して平行となっておらず、その代わりに、第１の組の平行面は、第２
の組の平行面に対して遠位な方向に向かって分岐している。この配置は、ねじれの位置の
直線が、関節にある少なくとも１つの骨の関節面の形状を模倣する面の形成に伴うもので
あるため、好都合である。本体部１１０の軸ａ７、ａ８およびａ９は、任意選択的に、互
いに対して斜めになっていてもよい。これも、スキュー軸に沿って固定されたファスナー
は、骨粗しょう症の骨の骨幹へのプレートの固定が、軸が平行である等価のファスナーよ
りも良好であるため、好都合である。
【００１３】
　ここで図７～８を参照すると、複数のねじ穴２６０および２６２によって規定された軸
ｂ１～ｂ１０を有する骨折固定プレート２００の代替的な実施形態を示す。この特定の実
施形態では、尺骨用ヘッド部２２０は、四角形の頂点として配置された４つのねじ穴２６
０を規定する。尺骨用ヘッド部２２０のねじ穴２６０の軸ｂ１、ｂ２、ｂ３およびｂ４は
、互いに対して斜めになっているが、平行な平面に存在している。橈骨用ヘッド部２３０
のねじ穴２６０の軸ｂ５、ｂ６およびｂ７も、互いに対して斜めになっており、かつまた
、平行な平面に存在している。骨折固定プレート１００の場合、第１の組の軸（ｂ１、ｂ
２、ｂ３およびｂ４）が存在する平行面は、第２の組の軸（ｂ５、ｂ６およびｂ７）が存
在する平行面に対して平行となっていないが、その代わりに、第１の組の平行面は、第２
の組に対して遠位な方向に向かって分岐している。本体部１１０に関して上述したように
、本体部２１０のねじ穴２６２の軸ｂ８、ｂ９およびｂ１０も、互いに対して斜めになっ
ている。
【００１４】
　ここで図９Ａを参照すると、本発明の実施形態の一例における骨折固定プレート１００
（明瞭にするために透視図）の平面図は、尺骨用ヘッド部１２０の軸ａ１、ａ２、ａ３並
びに橈骨用ヘッド部１３０のａ４、ａ５およびａ６の整列を表示するように図示されてい
る。図９Ｂおよび図９Ｃは、それぞれ骨折固定プレート１００の長手方向における断面図
を示している。図９Ｂは、尺骨用ヘッド部１２０の軸ａ１、ａ２およびａ３の整列の、尺
骨側の断面図を示している。図９Ｃは、橈骨用ヘッド部１３０の軸ａ４、ａ５およびａ６
の整列の、橈骨側の断面図を示している。図９Ｂに示すように、尺骨用ヘッド部１２０は
、長手方向の本体部１１０の骨接触表面の周縁によって規定された平面に対して１０°以
上であって、３５°以下の角度β（すなわち、骨接触表面から離れている）で上向きに傾
斜している。橈骨用ヘッド部１３０も同様に傾斜している。
【００１５】
　ここで図１０Ａを参照すると、橈骨３００の遠位掌側の側面の斜視図を、明瞭にするた
めに透視図で示す。この図は、本発明の代替的な実施形態の骨折固定プレート２００が正
しい位置で骨３００に重ね合わせられた状態であり、かつ尺骨用ヘッド部２２０のねじ穴
および対応するファスナーの軸ｂ１、ｂ２、ｂ３およびｂ４、および橈骨用ヘッド部２３
０のねじ穴および対応するファスナー軸ｂ５、ｂ６およびｂ７の整列を示す。図１０Ｂお
よび図１０Ｃはそれぞれ、骨折固定プレート２００の縦断面である。図１０Ｂは、尺骨用
ヘッド部２２０のねじ穴および対応するファスナーの軸ｂ１、ｂ２、ｂ３およびｂ４の整
列を示す。図１０Ｃは、橈骨用ヘッド部２３０のねじ穴および対応するファスナーの軸ｂ
５、ｂ６およびｂ７の整列を示す。ヘッド部の各々のねじ穴２６０の軸の整列、および、
それに対応して、そこに設置された骨ファスナーの軸は、互いに対して斜めになっていて
、好都合にも、月状骨窩（ｌｕｎａｔｅ　ｆｏｓｓａ）および舟状骨窩（ｓｃａｐｈｏｉ
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ｄ　ｆｏｓｓａ）において関節面の軟骨下に支持をもたらす。図１０Ｂに示すように、尺
骨用ヘッド部２２０は、長手方向の本体部２１０の骨接触表面の周縁によって規定された
平面に対して１０°以上であって、３５°以下の角度β（すなわち、骨接触表面から離れ
ている）で上向きに傾斜している。橈骨用ヘッド部２３０も同様に傾斜している。
【００１６】
　ここで図１１を参照すると、本発明の骨折固定プレートの一実施形態１００の骨接触面
１０１の特定の部分の斜視図を示す。尺骨用ヘッド部１２０では、骨接触面１７０は球状
凹面である。橈骨用ヘッド部１３０では、骨接触面１７１は実質的に平面である。本体部
１１０では、骨接触面１７２は、本体部１１０の縦軸に関してシリンダー状の凹面である
。代替的な骨折固定プレートの実施形態では、任意選択的に、対応する面の同様の幾何学
的特性を含んでもよい。
【００１７】
　ここで図１２を参照すると、骨折固定プレート１００の橈骨用ヘッド部１３０の位置の
調節機能の範囲を示し、１）ヘッド部１３０と１２０との間の分離Ｓ、２）骨表面に対す
るヘッド部１３０の高さＥ、および、３）橈骨首部１３５の縦軸ｒ１の周りでのヘッド部
１３０の回転Ｒ。調節機能の範囲は、例として示し、限定を意図するものではない。調節
は、後で詳述するように、適切な曲げ力および／またはトルク力を橈骨用首部１３５に適
用するために、プレート曲げ工具を使用することによって達成され得る。調節は、プレー
ト１００の骨接触面と、下にある骨および骨片との間を可能な限り最良に接触させるのを
容易にするため、好都合である。橈骨用ヘッド部１３０を参照するものとして図１２に示
すが、同様の位置調節は、尺骨用ヘッド部１２０でも成し遂げることができる。骨折固定
プレートの代替的な実施形態は、任意選択的に、同様の位置調節の特徴を含み得る。
【００１８】
　上述したように、本発明は、複数のヘッド部を備える骨折固定プレートを提供する。こ
れは、術後の屈筋腱断裂のリスクを最小限にするために、特に好都合である。図１３を参
照すると、分水界線３１０（橈骨遠位端の掌側周縁の最も掌側の境界を示す理論上の線）
の直近位にある遠位橈骨（ｄｉｓｔａｌ　ｒａｄｉｕｓ　ｂｏｎｅ）３００の掌側に正し
く設置された骨折固定プレート２００を示す。ここで図１４Ａを参照すると、橈骨遠位端
の関節面を線図で示し、図中上側の掌側には、舟状骨窩３２０、月状骨窩３３０および窩
間の溝（ｉｎｔｅｒ－ｆｏｓｓａｅ　ｓｕｌｃｕｓ）３４０、および分水界線３１０の縁
を示す。屈筋腱３５０（例えば：長母指屈筋）も線図で示す。一部の患者では、窩間の溝
３４０は、分水界線３１０において比較的浅く、このため、術後に屈筋腱３５０に当たる
ことなく、分水界線３１０をちょうど越えたところで既存の単ヘッドの骨折固定プレート
３６０（点線で示す）を正しく設置できるようにする。しかしながら、図１４Ｂに示すよ
うに、他の患者では、窩間の溝３４０は分水界線３１０においてはるかに深い。既存の単
ヘッドのプレート（点線で示す）を設置すると、分水界線３１０の近位に正しく設置して
も、前記プレートと屈筋腱３５０が術後に当たるようになり、腱滑膜炎または腱断裂をも
たらすことがある。ここで図１４Ｃを参照すると、本発明の双ヘッドの骨折固定プレート
の設置位置を点線で示し、プレートの橈骨用ヘッド部２３０と尺骨用ヘッド部２２０との
間に間隙があることにより、前記ヘッドのいずれとも当たらないように、屈筋腱３５０を
動かすことができる。
【００１９】
　本発明のさらに好都合な態様では、術後の伸筋腱断裂のリスクを最小限にするために、
ねじ付きファスナーが提供される。ここで図１５Ａ～１５Ｄを、特に図１５Ａを参照する
と、骨折固定プレート１００のねじ穴１６０に係合するねじ付きヘッド部４０１と、対向
する骨に係合するねじ付きの尖った端部４０２とを有する、従来技術のねじ付きファスナ
ー４００を示す。高い頻度で起こり得るように、図１５Ｂに示すように、ねじ付きファス
ナー４００の尖った端部４０２が、遠位橈骨３００の背面（ｄｏｒｓａｌ　ａｓｐｅｃｔ
）をほんの少しでも貫通して突出する場合、尖った端部４０２は伸筋腱４２０に損傷を与
え、断裂さえさせ得る。図１５Ｃに示すように、本発明は、骨折固定プレート１００のね
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じ穴１６０に係合するねじ付きヘッド部４５１と、対向する、無外傷性の、骨に係合する
丸みを帯びた端部４５２とを有するねじ付きファスナー４５０を提供する。図１５Ｄに示
すように、ねじ付きファスナー４５０が橈骨の背面を通って２ｍｍ突出する場合、ファス
ナーの丸みを帯びた端部４５２は伸筋腱４２０に損傷を与えることもないし、またはそれ
を断裂させることもない。
【００２０】
　上述の通り、掌側骨折固定プレート１００、２００のねじ穴１６０、２６０は、穴１６
０、２６０にあるねじ山に係合するように適合されたねじ付きヘッドを備えるファスナー
（すなわち：中実の釘またはスクリュー）を収容するためのものである。これらのファス
ナーは、固定角度で、すなわち、対応する穴１６０、２６０の軸と同一線上に収容できる
。しかしながら、本発明の目的の１つは、特定の骨折した骨片の標的化および固定を改善
することであり、多くの場合、これは、固定角度ファスナーによって達成することは困難
である。従って、この目的を達成するために、本発明の代替的な実施形態では、カニュー
レ挿入式の可変角度ファスナーを用い得る。
【００２１】
　ここで図１６Ａ～１６Ｂを参照すると、本発明と共に使用するように適合可能なカニュ
ーレ挿入式の可変角度ファスナー５００の一実施形態を示す。図１６Ａは、カニューレ挿
入式の可変角度ファスナー５００、この例では、外科医が選択した角度でねじ穴１６０、
２６０に係合するように適合された先細のねじ付きヘッド５０１を有するスクリューを斜
視図で示す。カニューレ挿入式の可変角度ファスナー５００は、任意選択的に、骨片に係
合するように適合されたねじ付き部分５０２を有し得る。
【００２２】
　図１６Ｂは、可変角度ファスナー５００の縦断面斜視図を示し、このファスナーは、可
変角度ファスナー５００の全長に延在しかつ両端部で開放している縦方向カニューレ５０
３を備える。可変角度ファスナー５００のカニューレ５０３は、適切なサイズにされたＫ
ワイヤー上にわたって挿入するように適合される。
【００２３】
　図１７Ａ～１７Ｉに示すように、カニューレ挿入式の可変角度ファスナー５００は、掌
側プレート１００又は２００のねじ穴１６０，２６０の固定角度軸で使用されると好まし
くない結果を導きうる。図１７Ａ，１７Ｂは、骨折固定プレート２００がねじ穴ｂ５の軸
と同軸のねじ付ヘッドファスナー５２０とともに橈骨３００の掌側に正しく装着された状
態を示す。特に、図１７Ｂに示すように、橈骨３００は明確にするため透明で示され、最
も外側のねじ穴２６０の軸ｂ５は、固定角度ファスナー５２０が貫通して挿入されること
で橈骨３００の範囲内の適切な位置の中に固定させる位置を決定する。しかしながら、異
なる患者の比較的に小さい橈骨３００では、図１７Ｃおよび図１７Ｄに示すように、軸ｂ
５に沿って挿入される固定角度ファスナー５２０は骨からはみ出る可能性があり、周囲の
内部組織を傷つける原因となる可能性がある。この場合、外科医は図１７Ｃ中の軸ｂ５´
のような別の軸を選択し得る。この軸ｂ５´は、軸ｂ５と同軸ではなく、それを通過する
ようにファスナーが挿入される。
【００２４】
　これを達成するために、図１７Ｅに示すように、Ｋワイヤー５３０は、ねじ穴２６０を
通じて導かれ、骨又は骨片の中に外科医によって選ばれた軸ｂ５´に沿ってドリルされる
。外科医は、カニューレ挿入式のドリル（図示しない）を使用し、Ｋワイヤー５３０上を
削ることで望ましい軸ｂ５´に位置が合った直線の空洞を形成する。さらに詳細に図１７
Ｆ～１７Ｇに示すように、カニューレ挿入式のドリルが取り外された後に、カニューレ挿
入式の可変角度ファスナー５００はＫワイヤー５３０上に挿入され、カニューレ挿入式の
ドライバ（図示しない）でトルクが加えられることで骨片に係止した結果、図１７Ｇに示
すように、可変角度ファスナー５００は正確な位置に配置される。図１７Ｈに示すように
、橈骨３００´は明確にするため透明で示され、その後、Ｋワイヤー５３０は取り除かれ
た結果、可変角度ファスナー５００の正しい装着、すなわち、図１７Ｉに示される固定プ
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レート２００が実現される。
【００２５】
　外科医に選ばれた別の軸ｂ５´は骨折固定プレート２００のねじ穴２６０の軸ｂ５と同
軸でなく、可変角度ファスナー５００のヘッド部の先細のねじ付きヘッド５０１はねじ穴
２６０に固定的に螺合できるようにする必要がある。これを達成するために、可変角度フ
ァスナー５００はプレート２００より硬い材料で形成することができる。例えば、プレー
ト２００がチタニウムで形成されている場合は、可変角度ファスナー５００はコバルトク
ロムで形成される。
【００２６】
　上述の通り、骨折固定プレート１００の尺骨用ヘッド部１２０は縫合糸用穴１６４を含
み得る。複数の縫合糸用穴１６４にはねじ切りが施されていなく、また、これら縫合糸用
穴１６４は相互に連通しており、かつ、骨の小さな掌側周縁片を張力で結合させるための
縫合糸を収容するものである。図１８Ａおよび１８Ｂは、掌側骨折固定プレート１００の
尺骨用ヘッド部１２０における縫合糸用穴１６４と、縫合糸の結び目を収容するように適
合されたそれらの連通チャネル１６５とをより詳細に示す。必要に応じて、縫合糸用穴１
６４が、任意選択的に、橈骨用ヘッド部１３０（図示せず）に設けられ得る。同様に縫合
糸用穴１６４が本発明の骨折固定プレートにおける代替的な実施形態、例えば２００で設
けられ得る。
【００２７】
  縫合糸用穴１６４に加えて又は代えて、本発明は掌側周縁片を固定および整復するため
フックプレートを提供してもよい。ここで図１９Ａ～１９Ｃを参照すると、各図にはフッ
クプレート６００が示され、フックプレート６００は、掌側周縁片を固定するため、骨折
固定プレート２００の尺骨用ヘッド部２２０に取り付けられるものである。図１９Ｂに示
すように、フックプレート６００は、複数のフックエンド６０１と、単一の長穴６０２と
、峡部６０７において切断可能な張力離脱タブ６０３と、フックプレートの変形の手術後
の発見のための印６０８とを有する。一度、掌側周縁片は外科医が道具（図示しない）を
橈骨の安定した部分について使用することによって一時的に整復され、フックプレート６
００は適切に装着された骨折固定プレート２００の尺骨用ヘッド部２２０の上に重ねられ
、留めねじ６０５は、長穴６０２を通して挿入され、尺骨用ヘッド部２２０のねじ穴６０
４の中に緩く通される。外科医は、その後でフックエンド６０１を掌側周縁片に係止し、
張力離脱タブ６０３を、掌側周縁片の所望の整復が達成されるまで引っ張ることで、張力
をフックプレート６００に加える。図１９Ｄに示すように、留めねじ６０５は、次にねじ
穴６０４の中で固く締結され、張力離脱タブ６０３は切り取り峡部６０７で曲げられるこ
とで取り外される。印６０８の位置は、将来参照するため手術後の変形を確認するべく記
録される。図１９Ｅは、適切に装着された骨折固定プレート２００に強固に固定されてい
る間、安定した橈骨３００に対して周縁片６２０を整復させたフックプレート６００の組
み付けの完成を示す。
【００２８】
  図１９Ｆ～１９Ｉは、フックプレート６００の張力離脱タブ６０３が張力ポート６０３
´に代えられたフックプレート６００´の代替的な実施形態を示す。フックエンド６０１
´が掌側周縁片６２０´に係止した後に、外科医は、張力ポート６０３´を道具（図示し
ない）で所望の整復が達成されるまで引っ張ることで張力を加える。保持ねじ６０５´は
、それからフックプレート６０５´を骨折固定プレート２００に取り付けるため、ねじ穴
６０４の中で固く締結され、それにより、図１９Ｉに示すように、掌側周縁片６２０´の
安定した整復を得る。
【００２９】
　加えて、保持ねじ６０５，６０５´を受け入れるように適合される尺骨用ヘッド部２２
０のねじ穴６０４は橈骨の一部に対する一時的な固定のため既定の向きで貫通するＫワイ
ヤーを受け入れるように適合される。図１９Ａおよび１９Ｆに示すように、ねじ穴６０４
の軸φの既定の向きは、結果的に、例えば、引き出された弦、掌の背面、遠位橈骨の解剖
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学上の関節表面の縁の間と平行の受け入れられたＫワイヤーになる可能性がある。このよ
うな向きは、骨折固定プレート２００の本体部の骨の接触表面によって規定された平面に
対して遠位に９８°から１０４°の角度をなす。
【００３０】
　しかしながら、骨折固定プレート２００、フックプレート６００，６００´、保持ねじ
６０５，６０５´およびねじ穴６０４に関して骨折固定プレート１００およびその他の本
発明の代替的な実施形態が提供され得る。
【００３１】
　代替的な実施形態の骨折固定プレート、システムおよび方法は、それらの別の実施形態
において、外科医が外科的な手順を完了する時間を削減するために便利になり得る付属品
を含む。具体的には、ここに開示されたドリルガイドおよびＫワイヤー目標ガイドは、各
プレート１００，２００上に予め装着されて提供され得る。それによって、その外科中に
装着に係る時間消費を不要とする。本発明の前記付属品の開示は図２０Ａ～２６Ｅに示さ
れる。
【００３２】
　ここで、図２０Ａ～２１Ｄを参照すると、同各図には、骨折固定プレート２００が複数
の予め装着されたヘッドドリルガイド７００、本体ドリルガイド８００およびＫワイヤー
目標ガイド９００とともに示されている。しかしながら、骨折固定プレート２００、ヘッ
ドドリルガイド７００、本体ドリルガイド８００およびＫワイヤー目標ガイド９００に関
して言えば、骨折固定プレート２００およびその他の本発明の代替的な実施形態が提供さ
れ得る又は予め装着され得る。
【００３３】
　ここで、図２２Ａ～２２Ｅを参照すると、同各図には、近位端（図２２Ａ，Ｄ）、円筒
本体部（図２２Ｂ）および遠位端（図２２Ｃ，Ｅ）を有するヘッドドリルガイド７００が
示される。ヘッドドリルガイド７００の遠位端は、前記穴２６０のねじによって決定され
た軸に沿う骨折固定プレート２００の何れかのヘッド部中の何れかのねじ穴２６０に螺合
するように適合された雄ねじ７１０を備える。ヘッドドリルガイド７００の本体部は内部
に穴が開けられている。前記穴７２０は、ドリルの先（図示しない）を近接して受け取り
および固定させ、挿入されて貫通するように適合されている。ヘッドドリルガイド７００
の近位端は、以下により詳細に述べるように、Ｋワイヤー目標ガイド９００の中央ねじ部
に適合されて螺合する雌ねじ７３０を備える。前記近位端はさらにトルク伝達工具（例え
ば、６角形の“Ａｌｌｅｎ”トルク伝達工具）を受け入れるように適合された雌凹部７４
０を備える。
【００３４】
　再度、図２１Ａ～２１Ｃ、より詳細には図２３Ａ～２３Ｅを参照すると、同各図にはＫ
ワイヤー目標ガイド９００が示されている。ここで、図２３Ｂを参照すると、Ｋワイヤー
目標ガイド９００は、遠位側延長部９１０、中央ねじ部９２０および近位側ヘッド部９３
０を備える。Ｋワイヤー目標ガイド９００の遠位側延長部９１０は、ヘッドドリルガイド
７００の穴部７２０の内部に受け入れられるように適合されている。Ｋワイヤー目標ガイ
ド９００の外側中央ねじ部９２０はヘッドドリルガイド７００の近位端の雌ねじ７３０に
螺合するように適合されている。Ｋワイヤー目標ガイド９００は、遠位側延長部９１０、
中央ねじ部９２０および近位側ヘッド部９３０の全体にわたって穴が穿たれている。前記
穴９４０は、挿入されて貫通したＫワイヤーを接近して受け入れおよび固定させるように
適合されている。図２３Ａおよび図２３Ｄに示すように、近位側ヘッド部９３０は、トル
ク伝達工具（例えば、スクエアドライバ、図示しない）からのトルクを受け取ることに適
合した内側凹部９５０を備える。
【００３５】
　ここで、図２４Ａ～２５Ｈを参照すると、同各図には、代替的な実施形態のヘッドドリ
ルガイド７００´および目標ガイド９００´が示され、それらには、ヘッドドリルガイド
７００´中に目標ガイド９００´を確実に結合し、ヘッドドリルガイド７００´をプレー
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ト１００，２００（図示しない）に結合するための、外側ねじ部９２０´およびそれに対
応する内部ねじ９２０´´が示されている。
【００３６】
　外科中、Ｋワイヤーが穿たれた穴９４０´に導かれて貫通した後、目標ガイド９００´
はヘッドドリルガイド７００´から取り外され、よりドリルの先端（図示しない）を受け
るべく、ファスナーのためにパイロット穴が形成された穴７２０´を通ってヘッドドリル
ガイド７００´から離れる。それを確実にするため、目標ガイド９００´の移動に際し、
ヘッドドリルガイド７００´はその場所に残り、緩みを得るために抵抗トルクが、ヘッド
ドリルガイド７００´をプレート１００，２００に連結する外部ねじ７１０´より少ない
ことを要求する内部ねじ９２０´´とともに目標ガイド９００´を提供することは有利で
ある。本発明の特定の一実施形態において、ねじ山の角度が外部ねじ７１０´より高いね
じ９２０´，９２０´´を提供することで完成されている。組み付けられた目標ガイド９
００´の内側凹部９５０およびヘッドドリルガイド７００´に同一のトルクが加えられた
条件では、ねじ山角度が高いねじが先に緩む。限定する意図なく代表的には、ねじ９２０
´，９２０´´は、ねじ７１０´に１条ねじで５～４４のねじが形成されている場合、２
条ねじで２～５６のねじが形成される。
【００３７】
　再度、図２１Ａおよび２１Ｄ、より詳細には図２６Ａ～２６Ｅを参照すると、同各図に
は本体ドリルガイド８００が示されている。本体ドリルガイド８００は、近位端（図２６
Ａおよび２６Ｄ）、外部円筒本体部（図２６Ｂ）および遠位端（図２６Ｃおよび２６Ｅ）
を有する。本体ドリルガイド８００の遠位端は、前記ねじ穴２６２のねじによって決定さ
れる軸線に沿う、骨折固定プレート２００の本体部２１０の何れかのねじ穴２６２に螺合
するように適合された外部ねじ８１０を備える。本体ドリルガイド８００の本体部には貫
通した穴が形成されていて、前記穴８３０は、穴の軸線に対して直交する少なくとも３つ
の平面部８３５とともに断面において非円形（例えば、限定なくヘクスローブ）を有する
。前記各平面部は、挿入されて貫通したドリルの先端を接近して受け入れるおよび固定す
るように形成され、断面の前記非円形は、トルク伝達工具（図示しない）から受けるトル
クの許容範囲を増加させる。本体ドリルガイド８００の近位端は、追加的に、ドリルを案
内する目的を達成したとき本体ドリルガイド８００の移動を許容するために、異なるトル
ク伝達工具（例えば、六角アレン（Ａｌｌｅｎ）ドライバー）からトルクを受けるように
適合された内側凹部８４０を備える。
【００３８】
　上述したように、ヘッドドリルガイド７００，７００´、Ｋワイヤー目標ガイド９００
，９００´および本体ドリルガイド８００は外科的処置が行われる前に、骨折固定プレー
ト１００，２００に予め装着されている。一時的な固定のためのＫワイヤーの装着、骨の
ファスナーを取り付けるためのパイロット穴の穴あけは多くの既存のプレートに要求され
、それが外科医に提供され、そして外科処置中に適切にガイドが装着された結果、予め装
着されたガイドは有利に外科処置が完了するまでに要求される時間の縮小に導く。
【００３９】
　図１２を参照して前述したように、プレート曲げ工具は、プレート１００，２００の骨
側接触面と下側にある骨および／又は骨片との間のできる限り最も良い接触を得るべく、
橈骨用ヘッド部１３０，２３０および／又は尺骨用ヘッド部１２０，２２０の位置を調整
するために適切な力が骨折固定プレート１００，２００における橈骨用首部１３５,２３
５および／又は尺骨用首部１２５、２２５に加えられ得る。ここで、図２７Ａを参照する
と、同図にはプレート曲げ具１０００が示され、プレート曲げ具１０００は、骨折固定プ
レート１００，２００の遠位又は近位ヘッド部に係合するように適合され、ヘッドドリル
ガイド７００，７００´を覆う複数の切欠き１０１０，１０２０と、ヘッドドリルガイド
７００，７００´が存在しない又は取り外されているとき、遠位又は近位ヘッド部に係合
するように適合された細切欠き１０３０とを備える。ここで、図２７Ｂは、骨折固定プレ
ート２００の橈骨用ヘッド部２３０に係合するように適合した切欠き１０２０を有するプ
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【００４０】
　ここで、図２８を参照すると、同図にはプレート曲げ具１０００および補助プレートホ
ルダー１０５０が示されている。プレートホルダー１０５０の何れかの端の保持ノッチ１
０５１に前記固定プレートが挿入された後、プレート曲げ具１０００に力が加えられてい
るにも関わらず、プレートホルダー１０５０は、骨折固定プレート１００，２００を固定
するように適合される。点線の矢印Ｅに示すように、近位から遠位の方向への前記力が骨
折固定プレート１００に加えられているとき、橈骨用首部１３５，２３５が変形される。
その結果、下側の骨表面に対する橈骨用ヘッド部１３０，２３０の高さが調整される。反
対に、破線の矢印Ｒに示すように、横方向へプレート曲げ具１０００に力が加えられてい
るとき、橈骨用首部１３５，２３５が変形される。その結果、下側の骨表面に対する橈骨
用ヘッド部１３０，２３０の回転位置が調整される。
【００４１】
　図２９Ａ～２９Ｄは、所望の調整を達成するべくプレート曲げ具１０００に力を加える
目的のプレート曲げ具１０００およびプレートホルダー１０５０とともに、プレート１０
０，２００（２００が示される）の組み立ての手順を説明する。ここで、図２９Ａを参照
すると、本体ドリルガイド８００が予め装着されたプレート１００，２００の本体部は、
矢印Δの方向でプレートホルダー１０５０の保持ノッチ１０５１の中に挿入される。まず
、図２９Ｂに示すように、プレートホルダー１０５０によって特定の位置で確実に保持さ
れたプレート曲げ具１０００は、プレート１００，２００のヘッド部（ヘッドドリルガイ
ド７００，７００´が予め装着されているもの）の上に矢印Δ´の方向から挿入される。
力は近位から遠位の方向Ｅ（図２９Ｃに示される）又はプレート１００，２００の対応す
る首部１３５，２３５の所望の変形を達成するために横方向に微かに加えられる。
【００４２】
　上記のように、掌側骨折固定プレート、付属品、橈骨遠位の骨折の掌側固定のためのシ
ステム又は方法に関連して説明したが、必要に応じて他の骨折を治療するために、本明細
書の説明に従うが異なるサイズまたは規模の他のプレートを作製できるため、これらの説
明は限定を意図するものではない。そのため、本発明を本明細書に図示しかつ説明するが
、本発明の趣旨から逸脱せずにおよび特許請求の範囲の等価物の範囲内で様々な修正およ
び構造的な変更を行ってもよい。
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