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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長骨の骨頭が関節プロテーゼコンポーネントで置換される外科手術で前記長骨の骨頭の
切除平面の位置を決定するための器具において、
　前記長骨の軸に対して平行に配置できる軸方向基準シャフトと、
　前記軸方向基準シャフトに対して移動可能な切除ガイドと、
　を含み、
　前記切除ガイドが、
　　一側における前記長骨の縁に用いる、前記長骨に対する配置のための基準ブロックと
、
　　前記切除ガイドから前記骨頭の表面の上に延在できるように形成された少なくとも１
つのアームと、
　　を備えており、
　　前記アームは、当該アームの端部に設けられているリップを備えることにより、前記
アームの端部が前記長骨の骨頭の縁に取り付けられて前記基準ブロックが配置された側と
は反対の前記長骨の側の骨頭に対して確実に配置され、
　　それにより、前記長骨の軸に沿った前記基準ブロックの位置が、前記基準ブロックが
配置された側とは反対の前記長骨の側にある前記長骨の機能構造を基準にして設定できる
、器具。
【請求項２】
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　請求項１に記載の器具において、
　前記アームおよび前記基準ブロックは、前記軸方向基準シャフトに対して共に移動する
ことができる、器具。
【請求項３】
　請求項１に記載の器具において、
　前記アームは、前記切除ガイド内で前記アームの長さに沿ってスライドできるように、
スライド構造で前記切除ガイドに係合する、器具。
【請求項４】
　請求項１に記載の器具において、
　前記アームは、前記切除ガイドから前記長骨の反対側に向かって、前記長骨の前記切除
平面に対してほぼ平行に延びるほぼ真直な部分を含む、器具。
【請求項５】
　請求項１に記載の器具において、
　前記軸方向基準シャフトは、前記長骨の軸を決定するために前記長骨の髄内腔に取付け
できる髄内要素である、器具。
【請求項６】
　請求項５に記載の器具において、
　前記髄内要素はリーマである、器具。
【請求項７】
　請求項５に記載の器具において、
　前記髄内要素に締結することができ、前記切除ガイドに係合できるように前記髄内要素
から横断方向に延びた横断方向基準シャフトを含む、器具。
【請求項８】
　請求項１に記載の器具において、
　前記切除ガイドから前記長骨の骨頭の上面の上に延在できるように形成された第１のア
ームおよび第２のアームを含む、器具。
【請求項９】
　請求項１に記載の器具において、
　前記切除ガイドが前記軸方向基準シャフトに対して移動しないように前記切除ガイドを
固定するためのクランプを含む、器具。
【請求項１０】
　請求項１に記載の器具において、
　前記基準ブロックは、前記切除平面に延在するか、またはこの切除平面に平行な機能構
造を有する、器具。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の器具において、
　前記基準ブロックには、切除ガイドブロックを固定するための前記長骨の孔の位置を画
定するための孔が形成されている、器具。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の器具において、
　前記基準ブロックは、この基準ブロックが前記長骨の骨頭に適切に整合した場合に前記
切除平面に一致する表面を有する、器具。
【請求項１３】
　関節置換術で長骨の骨頭の置換に用いるためのキットにおいて、
　請求項１～１２のいずれかに記載の器具、およびヘッドコンポーネント平面で切除され
た部分球の形態の外面を有するヘッドコンポーネントを含み、
　前記基準ブロックが、基準ブロック平面を画定し、前記アームが、前記基準ブロック平
面に平行なアーム平面を画定しており、前記基準ブロック平面と前記アーム平面との間の
距離が、前記ヘッドコンポーネントの頂点と前記ヘッドコンポーネント平面との間の距離
にほぼ等しい、キット。
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【請求項１４】
　請求項１３に記載のキットにおいて、
　前記ヘッドコンポーネントは、トライアルヘッドである、キット。
【請求項１５】
　請求項１３に記載のキットにおいて、
　前記ヘッドコンポーネントは、患者に移植されるプロテーゼの一部である、キット。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔発明の分野〕
　本発明は、長骨と他の骨との間の関節に関節プロテーゼを移植する手術に用いられる器
具に関する。
【０００２】
〔発明の背景〕
　関節置換術を行うために用いる切開部の大きさを最小にするのが望ましい。これは、患
者の回復時間の短縮に役立つ。切開部が小さいために、視覚的な検査のための組織へのア
クセスが制限されている場合、例えば、切除平面の位置の決定の際に組織の構成要素の位
置を求めるために器具を用いる必要があろう。
【０００３】
　肩関節置換術に一般的に用いられる技術では、前切開部が形成される。関節を外すため
に三角筋が分離される。このような処置を行うために必要な切開部により、上腕骨頭を視
認して、切除平面の適切な位置を決定することができる。
【０００４】
〔発明の概要〕
　本発明は、外側進入路を用いる関節置換術に利用できる器具を提供する。上外側進入路
を用いることにより、軟組織損傷の軽減という利点を得ることができ、比較的小さな切開
部を用いることも可能である。
【０００５】
　したがって、一態様では、本発明は、長骨の骨頭が関節プロテーゼコンポーネントで置
換される外科手術で長骨の骨頭の切除平面の位置を決定するための器具を提供する。この
器具は、長骨の軸に対して平行に配置できる軸方向基準シャフトと、軸方向基準シャフト
に対して移動可能な切除ガイドと、を含む。この切除ガイドは、一側における長骨の縁に
用いる、長骨に対する配置のための基準ブロック、および切除ガイドから骨頭の表面の上
に延在できるように形成された少なくとも１つのアームを備えており、長骨の軸に沿った
基準ブロックの位置をアームが接触する長骨の骨頭の機能構造を基準にセットできるよう
に、アームを骨頭の機能構造に対して配置できる。
【０００６】
　別の態様では、本発明は、関節置換術で長骨の骨頭を切除する方法を提供する。この方
法は、ａ．軸方向基準シャフトが長骨の軸に平行に延びるように、軸方向基準シャフトを
含む器具を長骨に対して配置するステップと、ｂ．軸方向基準シャフトに対して切除ガイ
ドを移動させるステップであって、切除ガイドが、長骨の外側の縁に用いる、長骨に対す
る配置のための基準ブロック、および切除ガイドが骨頭の上面の上に延在できるように形
成された少なくとも１つのアームを備えており、長骨の軸に沿った基準ブロックの位置を
アームが接触する長骨の骨頭の機能構造を基準にセットできるように、アームを骨頭の機
能構造に対して配置できる、ステップと、を含む。
【０００７】
　本発明は、視覚検査することができない骨の機能構造を基準に骨の切除平面の位置を決
定できる。これは、切開部を介して視認できる機能構造では、切除平面の位置を正確に決
定できないため、好ましくは、この切除平面の位置を他の機能構造を基準に決定すべき場
合に重要である。具体的には、長骨が、肩関節プロテーゼの上腕骨コンポーネントの移植
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のために切除される上腕骨である場合、上腕骨頭の上面、上腕骨頭の内側縁のリップ、ま
たはこれらの両方を基準に切除平面の位置を決定するのが好ましいであろう。視覚検査の
ための上腕骨の上面または内側縁へのアクセスは、外科手術が上外側切開部を介して行わ
れる場合は制限されうる。したがって、本発明の器具は、上外側切開部を介した肩関節置
換術の実施を容易にする。このような外科手術は、肩甲下筋を解放する必要がないという
点で有利である。したがって、三角筋胸筋組織（deltopectoral tissue）を通る既知の前
方進入法に関連しうる術後の肩甲下筋の断裂のリスクが回避される。さらに、この外科手
術を行うために必要な上外側切開部の大きさが、前方進入法に必要な大きさよりも小さい
。例えば、本発明の器具を用いることを企図する外科手術は、長さが僅か６ｃｍ以下の切
開部を介して行うことができる。しがたって、本発明のコンポーネントによって促進され
るこの技術は、患者の回復期間の短縮に役立つ。
【０００８】
　上外側切開部を介して行われる肩関節置換術の別の利点は、上外側切開部がたとえ小さ
くても、三角胸筋組織を通る既知の前方進入法に比べて、関節窩に容易にアクセスするこ
とができる。
【０００９】
　長骨の軸に沿った基準ブロックの位置は、基準ブロックとアームとの間の長骨の軸に平
行な距離を適切に設定して長骨の上面を基準にセットすることができる。この外科手術の
後の切除ステップのために、基準ブロックが、切除平面を画定する。アームは、切除ガイ
ドから長骨の反対側に向かって、長骨の目的の切除平面に対してほぼ平行に延びるほぼ真
直な部分を含むのが好ましい。したがって、アームと目的の切除平面との間の距離は、イ
ンプラントの大きさに一致させることができる。
【００１０】
　アームは通常、切除ガイドが設けられた長骨の側から、この長骨の骨頭の上を通り、切
除ガイドが設けられた長骨の側とは反対側の長骨の機能構造に接触するまで延びている。
【００１１】
　したがって、別の態様では、本発明は、関節置換術で長骨の骨頭の置換に用いるための
キットを提供する。このキットは、請求項１～１４のいずれかに記載の器具、およびヘッ
ドコンポーネント平面で切除された部分球の形態の外面を有するヘッドコンポーネントを
含む。基準ブロックが、基準ブロック平面を画定し、アームが、基準ブロック平面に平行
なアーム平面を画定している。基準ブロック平面とアーム平面との間の距離が、ヘッドコ
ンポーネントの頂点とヘッドコンポーネント平面との間の距離にほぼ等しい。
【００１２】
　キットのヘッドコンポーネントは、トライアルヘッド、または患者に移植されるプロテ
ーゼの一部とすることができる。
【００１３】
　アームは、関節窩内の骨の骨頭の縁、特に、関節窩にアクセスできる骨の側とは反対側
の縁に取り付けできるリップを有するのが好ましい。例えば、骨の上のリップは、上外側
切開部を介して行われる外科手術の際に上腕骨の骨頭の内外の縁に取り付けることができ
る。このリップは、アームの端部に設けることができる。長骨の骨頭の縁へのリップの係
合を用いて、長骨の軸に沿った骨頭に対するアーム（したがって、基準ブロックも）の位
置を決定することができる。骨とリップの係合を用いて、特にリップが骨組織の表面を刺
入するのに十分に尖っている場合、アームと骨との相対運動を制限する助けることもでき
る。アームは、切除ガイド内をアームの長さに沿ってスライドできるように、スライド構
造に切除ガイドに係合するのが好ましい。これにより、アームのリップが骨の表面に刺入
するように、このリップを内側の骨の表面に向かって引くことができる。
【００１４】
　アームが、骨の骨頭の縁に取り付けできるリップを有する場合、このアームを用いて骨
の骨頭の大きさを測定することができる。例えば、アームが、その自由端またはその近傍
にリップ、および切除ガイドに向かって延びた真直部分を有する場合、この真直部分に対
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して垂直に測定される自由端と真直部分との間の距離が、関節プロテーゼコンポーネント
の適切なサイズのヘッド部を選択する際に重要な骨頭の深さの指標となる。
【００１５】
　アームと基準ブロックは、軸方向基準シャフトに対して共に移動できるのが好ましい。
アームと基準ブロックとの間の間隔（骨の軸に平行に測定される）は、骨の端部から切除
される骨の所望の深さに従って調節できるのが好ましいであろう。例えば、アームは、ク
ランプが解除されると、骨の軸に平行な方向に切除ガイドに沿ったアームのスライドを可
能にするスライド構造にクランプ（例えば、ネジを用いて）によって切除ガイドに係合す
ることができる。
【００１６】
　本器具は、切除ガイドから骨の骨頭の上面の上に延在できるように形成された、第１の
アームと同様の第２のアームを含むのが好ましい。例えば、第１のアームおよび第２のア
ームは、髄内軸を画定する器具のコンポーネントの両側にそれぞれ位置するように配置す
ることができる。
【００１７】
　本発明の器具は、軸方向基準シャフトとして、骨の軸を決定するために骨の髄腔内に取
り付けできる髄内要素を含むのが好ましい。例えば、髄内要素はリーマとすることができ
る。本器具は、髄内要素にクランプすることができ、かつ切除ガイドに係合するように髄
内要素から横断方向に延びる横断方向基準シャフトを含むのが好ましい。横断方向基準シ
ャフトは、骨の軸に対して平行に切除ガイドと共に移動することができる。横断方向基準
シャフトは、切除ガイドが骨の軸に平行な横断方向基準シャフトに対して移動できるよう
に、髄内要素に対して固定することができる。
【００１８】
　本発明の器具は、軸方向基準シャフトに対する切除ガイドの運動を制限するためのクラ
ンプを含むことができる。
【００１９】
　基準ブロックを用いて、骨の軸に対する切除平面の向きを画定することができる。基準
ブロックは、目的の切除平面に延在するか、またはこの切除平面に平行な機能構造を有す
るのが好ましい。例えば、基準ブロックは、切除ステップで切除器具（特に鋸）の刃を案
内するための表面を有することができる。基準ブロックは、別個の切除ガイドブロックを
固定するべく、骨の孔の位置を画定するために孔を備えることができる。基準表面は、切
除ステップで切除器具（特に鋸）の刃を案内するために用いるスロットを画定することが
できる。
【００２０】
　本発明のコンポーネントを外科手術に用いて、例えば、肩関節、肘関節、手関節、股関
節、膝関節、および足関節を含め、様々な関節の要素を置換することができる。本コンポ
ーネントは、特に上腕骨または大腿骨の骨頭の切除のための平面を決定するために、股関
節および肩関節を置換する外科手術に用いるのに特に適している。
【００２１】
　長骨の骨頭を置換するための外科手術は、以下のステップを含む。
・切開部を形成するステップ
・骨頭を除去するために長骨を切除する平面の位置を求めるステップ
・長骨の骨頭を除去するために切除するステップ
・トライアルインプラントコンポーネント、そして最終的に関節プロテーゼのインプラン
トコンポーネントを受容できるように、切除された骨内に腔を形成するステップ
【００２２】
　この外科手術は、特に以下のステップを含むのが好ましい。
・適切な横断方向の大きさ（インプラントが円形の場合は直径となる）を有するインプラ
ントを選択するために、トライアルディスクを用いて切除された骨の適切な幅を決定する
ステップ
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・適切な高さを有するインプラントを選択するために、切除ガイドを用いて切除された骨
の骨頭の高さを決定するステップ
・トライアルヘッドコンポーネントを用いて関節運動の際の軟組織のバランスを評価する
ステップ
【００２３】
　後続のステップには、関節プロテーゼコンポーネントの最終準備およびその移植が含ま
れる。
【００２４】
　切除ガイドの可動部品の目的の位置は、移植を受ける骨の形状および大きさが適切なイ
メージング技術によって評価される手術前の計画ステップの結果として決定することがで
きる。特に基準ブロックを含む本発明の器具のコンポーネントは、これらの位置（向きも
含む）を、例えば磁気トラッキング装置を用いて遠隔的にトラッキングできる機能を備え
ることができる。このような装置、および本発明の器具などの外科器具に含めることがで
きる構成要素は周知である。これにより、例えば、基準ブロックの位置および向きを監視
することができる。
【００２５】
　小さな切開部を介してトライアルインプラントコンポーネントを関節窩内に挿入しやす
いように嵩張らないトライアルインプラントコンポーネントを使用するのが好ましい。
【００２６】
　長骨の腔は、適当な器具を用いて準備することができる。このような器具には、一般に
知られているドリル、リーマ、ブローチ、およびラスプが含まれる。
【００２７】
　別の態様では、本発明は、上外側進入最小侵襲性肩関節形成術の方法を提供する。この
方法は、以下に示す一部または全てのステップを含むことができる。
・三角繊維の方向に沿って三角筋に切開部を形成するステップ
・三角繊維に沿って三角筋を分離させるステップ
・関節上腕靭帯および烏口肩峰靭帯を除去し、２頭筋腱を解放するステップ
・切除ガイドを用いて上腕骨頭を切除するステップ
・ブローチ器具を用いて上腕骨に腔を形成するステップ
・腔内に挿入されたトライアルステムを用いてステムインプラントのサイズを決定するス
テップ
・トライアルヘッドを上腕骨のトライアルステムに係合させてヘッドインプラントのサイ
ズを決定するステップ
・決定したサイズのステムインプラントおよびヘッドインプラント、およびこれらの任意
の組合せを移植するステップ
【００２８】
　この方法は、手術部位へのアクセスを得るために三角筋を通る切開部を用いるため、外
科手術の際に回旋腱板筋、特に肩甲下筋が、影響を受けたり、損傷したり、切断されるこ
とがない。結果として、患者の術後の合併症のリスクが軽減される。この方法は、多数の
他の利点も有する。この方法により、患者の回復期間が短縮され、患者の肩甲下筋の断裂
のリスクが低減され、肩関節が弱くなるリスクが低減され、そして肩の運動が制限される
リスクが低減される。
【００２９】
　この切開部は、三角繊維の方向に形成される。この切開部は、実質的に垂直に形成され
るのが好ましい。三角筋を繊維の方向に分離して、この外科手術の際に三角筋が損傷しな
いようにするのが好ましい。三角筋を通る切開部が形成されたら、別の切開部を、回旋腱
板筋を介して形成する。この回旋腱板筋を通る切開部は、棘上筋と肩甲下筋との間に形成
するのが好ましい。したがって、本発明は、外科手術の際に回旋腱板筋、特に肩甲下筋が
損傷しないという利点を有する。本発明の外科手術方法を受ける患者の回復期間は、従来
の方法で外科手術を受ける患者の回復期間に比べて著しく短縮することができる。
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【００３０】
　本発明のト器具は、外科器具の製造に一般に使用されているような材料、特に金属材料
から形成できる。好適な例として、ある種のステンレス鋼を挙げることができる。
【００３１】
〔詳細な説明〕
　例として、添付の図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。
【００３２】
　ここで図面を参照すると、図１は、関節窩２、およびこの関節窩と関節運動する上腕骨
頭６を有する上腕骨４を含む肩関節の骨格構造を示している。三角繊維の方向に沿った三
角筋における上外側切開部を介して肩関節にアクセスすることができる。関節上腕靭帯お
よび烏口肩峰靭帯を除去し、２頭筋腱を解放することができる。三角筋は、三角繊維に沿
って分離する。
【００３３】
　軸方向基準シャフトとしてのリーマ器具８を用いて、髄内腔の位置を決定して、髄内イ
ンプラント受容するための髄内腔を形成する。
【００３４】
　横断アーム１０がリーマ器具にクランプされている。適当なクランプは、リーマ器具の
周りに延びた、止めネジによってリーマ器具の周りに近接できるカラーを含むことができ
る。横断アームは、通路１２が形成されている。
【００３５】
　切除ガイド１４は、横断アーム１０の通路１２を通過できるシャフト１６を含む。横断
アーム１０の壁部の開口に螺合する刻み付き頭を備えたネジ１８をシャフトの表面に係合
させて、シャフトが通路内で動かないようにアームに対して固定することができる。
【００３６】
　切除ガイド１４は、取付けブロック２０を含み、この取付けブロック内を第１のガイド
アーム２２および第２のガイドアーム２４がスライドできる。各ガイドアームは、取付け
ブロックから延びた概ね真直な部分２６を有しており、自由端に向かって湾曲し、折返し
リップ２８まで延びている。ガイドアームは、例えば各アームの表面に作用するネジ２９
などの適当なクランプによって、取付けブロック内をスライドしないように固定すること
ができる。
【００３７】
　切除ガイド１４は、下端部に基準ブロック３０を含む。基準ブロックは、シャフト１６
に対して固定されている。基準ブロックは、ガイドアーム２２、２４の真直部分２６に対
してほぼ平行な上面３２を有する。基準ブロックの上面とガイドアームの下面（基準ブロ
ックに面した面）との間の距離は、移植する肩関節プロテーゼの上腕骨コンポーネントの
ヘッド部の高さと同じになるように選択される。この距離は、本器具を用いて上腕骨を切
除して所定範囲の異なる高さのヘッド部を上腕骨が受容できるように調節可能である。ヘ
ッド部が部分球の外面形状である場合、その高さは、頂点と切断された平面との間で測定
される。肩関節プロテーゼの上腕骨コンポーネントの一般的なヘッド部の高さは、約１５
ｍｍ～約２１ｍｍとすることができる。好ましくは、この高さは、切除された上腕骨の天
然の骨頭の高さに可能な限り近づけるべきである。
【００３８】
　基準ブロック３０は、上面３２に対して平行な３つのガイド貫通孔３４を有する。
【００３９】
　図４ａ－図４ｄは、基準ブロック３０が上腕骨の外側縁に対して適切に配置された（図
１－図３）後に、上腕骨の骨頭を切除するための処置の段階を示している。
【００４０】
　図４ａに示されている第１のステップでは、ピン４０が、基準ブロック３０のガイド孔
３４内に挿入され、上腕骨の皮質骨内に進入するように外科用マレットを用いてタッピン
グされる。



(8) JP 4864967 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

【００４１】
　図４ｂに示されているように、基準ブロック３０およびガイドアーム２２、２４を備え
た切除ガイド１４が上腕骨から取り外されている。この取外しの際は、全てのピンが互い
に平行でない場合は一部または全てのピン４０を取り外す必要がある。図４に示されてい
るように、２本のピンが互いに平行である。中心の第３のピンが他の２つのピンに対して
平行でないため、基準ブロック３０を上腕骨から取り外せるように、この第３のピンを取
り外すべきである。
【００４２】
　図４ｃに示されているように、切除ガイドブロック４２が、適切な固定孔４６を通るピ
ン４４（基準ブロック３０のガイド孔３４を通過して上腕骨にタッピングされたピンと同
じピンにすることもできる）によって上腕骨に対して固定されている。外側の２つのピン
が互いに対して平行であり、中心ピンが非平行な場合は、中心ピンの挿入により、上腕骨
の壁面に対する切除ガイドブロックの固定が助けられる。
【００４３】
　切除ガイドブロック４２は、図４ｄに示されているように、上腕骨の骨頭を切除する際
に振動する鋸の刃を案内するために用いることができる切除ガイド面４８を有する。
【００４４】
〔実施の態様〕
　（１）長骨の骨頭が関節プロテーゼコンポーネントで置換される外科手術で前記長骨の
骨頭の切除平面の位置を決定するための器具において、
　前記長骨の軸に対して平行に配置できる軸方向基準シャフトと、
　前記軸方向基準シャフトに対して移動可能な切除ガイドと、を含み、
　前記切除ガイドが、一側における前記長骨の縁に用いる、前記長骨に対する配置のため
の基準ブロック、および前記切除ガイドから前記骨頭の表面の上に延在できるように形成
された少なくとも１つのアームを備えており、前記長骨の軸に沿った基準ブロックの位置
を前記アームが接触する前記長骨の骨頭の機能構造を基準にセットできるように、前記ア
ームを前記骨頭の機能構造に対して配置できる、器具。
　（２）実施態様（１）に記載の器具において、
　前記アームは、切開部から離れた側の前記長骨の骨頭の縁に取り付けることができるリ
ップを有する、器具。
　（３）実施態様（２）に記載の器具において、
　前記リップは、前記アームの端部に設けられている、器具。
　（４）実施態様（１）に記載の器具において、
　前記アームおよび前記基準ブロックは、前記軸方向基準シャフトに対して共に移動する
ことができる、器具。
　（５）実施態様（１）に記載の器具において、
　前記アームは、前記切除ガイド内で前記アームの長さに沿ってスライドできるように、
スライド構造に前記切除ガイドに係合する、器具。
【００４５】
　（６）実施態様（１）に記載の器具において、
　前記アームは、前記切除ガイドから前記長骨の反対側に向かって、前記長骨の目的の切
除平面に対してほぼ平行に延びるほぼ真直な部分を含む、器具。
　（７）実施態様（１）に記載の器具において、
　前記長骨の軸を決定するために前記長骨の髄内腔に取付けできる髄内要素を含む、器具
。
　（８）実施態様（７）に記載の器具において、
　前記髄内要素はリーマである、器具。
　（９）実施態様（７）に記載の器具において、
　前記髄内要素に締結することができ、前記切除ガイドに係合できるように前記髄内要素
から横断方向に延びた横断方向基準シャフトを含む、器具。
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　（１０）実施態様（１）に記載の器具において、
　前記切除ガイドから前記長骨の骨頭の上面の上に延在できるように形成された第１のア
ームおよび第２のアームを含む、器具。
【００４６】
　（１１）実施態様（１）に記載の器具において、
　前記切除ガイドが前記軸方向基準シャフトに対して移動ないように前記切除ガイドを固
定するためのクランプを含む、器具。
　（１２）実施態様（１）に記載の器具において、
　前記基準ブロックは、前記目的の切除平面に延在するか、またはこの切除平面に平行な
機能構造を有する、器具。
　（１３）実施態様（１２）に記載の器具において、
　前記基準ブロックは、切除ガイドブロックを固定するための前記長骨の孔の位置を画定
するために孔が形成されている、器具。
　（１４）実施態様（１２）に記載の器具において、
　前記基準ブロックは、この基準ブロックが前記長骨の骨頭に適切に整合した場合に前記
切除平面に一致する表面を有する、器具。
　（１５）関節置換術で長骨の骨頭の置換に用いるためのキットにおいて、
　実施態様（１）～（１４）のいずれかに記載の器具、およびヘッドコンポーネント平面
で切除された部分球の形態の外面を有するヘッドコンポーネントを含み、
　前記基準ブロックが、基準ブロック平面を画定し、前記アームが、前記基準ブロック平
面に平行なアーム平面を画定しており、前記基準ブロック平面と前記アーム平面との間の
距離が、前記ヘッドコンポーネントの頂点と前記ヘッドコンポーネント平面との間の距離
にほぼ等しい、キット。
【００４７】
　（１６）実施態様（１５）に記載のキットにおいて、
　前記ヘッドコンポーネントは、トライアルヘッドである、キット。
　（１７）実施態様（１５）に記載のキットにおいて、
　前記ヘッドコンポーネントは、患者に移植されるプロテーゼの一部である、キット。
　（１８）関節置換術で長骨の骨頭を切除する方法において、
　ａ．軸方向基準シャフトが前記長骨の軸に平行に延びるように、前記軸方向基準シャフ
トを含む器具を前記長骨に対して配置するステップと、
　ｂ．前記軸方向基準シャフトに対して切除ガイドを移動させるステップであって、前記
切除ガイドが、前記長骨の外側の縁に用いる、前記長骨に対する配置のための基準ブロッ
ク、および前記切除ガイドが前記骨頭の上面の上に延在できるように形成された少なくと
も１つのアームを備えており、前記長骨の軸に沿った前記基準ブロックの位置を前記アー
ムが接触する前記長骨の骨頭の機能構造を基準にセットできるように、前記アームを前記
骨頭の機能構造に対して配置できる、ステップと、
　を含む、方法。
　（１９）実施態様（１８）に記載の方法において、
　磁気トラッキング装置を用いて前記基準ブロックの位置を遠隔からトラッキングするス
テップを含む、方法。
　（２０）肩関節置換術の方法において、
　ａ．三角繊維の方向に沿って三角筋に切開部を形成するステップと、
　ｂ．前記三角繊維に沿って前記三角筋を分離させるステップと、
　ｃ．関節上腕靭帯および烏口肩峰靭帯を除去し、２頭筋腱を解放するステップと、
　ｄ．上腕骨頭を切除するステップと、
　ｅ．ブローチ器具を用いて前記上腕骨に腔を形成するステップと、
　ｆ．前記上腕骨の腔内にプロテーゼコンポーネントを移植するステップと、
　を含む、方法。
【図面の簡単な説明】
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【００４８】
【図１】本発明の器具が上腕骨に取り付けられた、外された肩関節の前方外側からの等角
図である。
【図２】図１に示されている肩関節および器具の後方からの等角図である。
【図３】本発明の器具が取り付けられた上腕骨頭の前方からの拡大図である。
【図４ａ】上腕骨の骨頭の切除平面の位置を決定し、その切除を行うための外科手術の第
１の段階を示す図である。上腕骨は、支持面の極軸に対して垂直な上腕骨のほぼ球状の支
持面の縁をマークする平面付近で切除すべきである。
【図４ｂ】上腕骨の骨頭の切除平面の位置を決定し、その切除を行うための外科手術の第
２の段階を示す図である。
【図４ｃ】上腕骨の骨頭の切除平面の位置を決定し、その切除を行うための外科手術の第
３の段階を示す図である。
【図４ｄ】上腕骨の骨頭の切除平面の位置を決定し、その切除を行うための外科手術の第
４の段階を示す図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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