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■ショートネイル手技

１．患者体位 アプローチ

仰臥位で牽引装置を用います。健側は股関節屈曲外転

および膝関節屈曲、患肢は股関節中間位から若干内転

位、内旋位にして骨折部を整復します。過度の内転は

骨折部の内反転位に繋がることがあるので注意が必要

です。上半身を健側に側屈させる事で腸骨や臀部の干

渉を防ぎながら、ネイル挿入などの術中操作を容易に

する方法もあります。 程度の小皮切でネイル挿入

は可能です。

大転子先端から 上方に皮切を入れて皮下組織と大

腿筋膜を分けます。中殿筋を鈍的に分けて大転子先端

に至ります。

肥満患者の場合に必要ならば、より近位から皮切を開

始します。

イメージで皮切位置を確認する事が推奨されます。



２．ネイル挿入孔の作成

ユニバーサルハンドルを用いて、徒手的またはドリル

にてホロウリーマー用ガイドピンを大転子に挿入しま

す。ネイル挿入位置は大転子先端と頚部軸の交差する

点です。

クイックカプリング付 ハンドル（以下 ハンドル）と

ソフトティシュー・ファネルを組み合わせてガイドピ

ン伝いに大転子と接触するまで進めます。

ホロウリーマーで開孔を行います。

後
前 前

後



３．ネイルベッドの作成

髄腔が狭い場合、可能ならばフレキシブルリーマーを

使用します。 ショート、ロング用プロファイラー

（以下プロファイラー）の 線不透過性マーカーは頚

体角(135°、130°、125°）の術中判断の目安となり

ます。各頚体角のネイル設置位置に応じて、アダムス

弓からのテレスクリューの距離および骨頭内のラグス

クリュー位置が決定されます。イメージ下で頚体角を

決定する為に、ガイドピンをプロファイラーのマーカ

ー上に重ね合わせて確認します。

プロファイラーのハンドルを振り子様に左右に動かし

ながら、ヘッド部を髄腔遠位方向に軽く押し進めます。

マーキングノッチ（矢印部）が大転子先端に来た深さ

で止めます。

イメージ確認

以上のネイル径や非常に狭い髄腔の場合、フレキ

シブルリーマーで最狭部を拡大することも可能です。

プロファイラーをアダムス弓に進めた際に骨片の移動

が見られる場合、内側に強い圧力を加えながら同じ工

程を繰り返す必要があります。これは内側骨片にネイ

ルが入るスペースを作る為です（近位骨片の内反回

避）。

マーカー

マーキング

ノッチ



４．ネイル挿入

ネイルとターゲットデバイスの組み立て

ネイル挿入

選択したインプラントをターゲットデバイスに組み立

てます。

ターゲットデバイスにネイル用コネクティングスクリ

ューを挿入して、レンチで締めます。

ネイルを徒手的に挿入します。

ネイル深度の決定

ネイル位置はイメージ下で確認が必要です。ガイドピ

ンを軟部組織（ドレープ）上から、ラージ・ティシュ

ープロテクトスリーブに沿って重ね合わせます。

前後のイメージ像で、 ガイドピン（以下ガイドピ

ン）はアダムス弓近傍を通り、先端は骨頭中央を通過

する事が望ましいです。



適切なネイル位置の調整

皮膚と筋膜への小切開箇所からラージ・ティシュープ

ロテクトスリーブをラージ・オブチュレーターと共に

骨と接触するまで進めます。ラージ・ティシュープロ

テクトスリーブの”cranial“マークが頭側方向に向い

ていることを確認します。イメージ下正面像でネイル

の適切な深度を決定します。もしネイルが十分な深度

まで挿入できない場合は、プロファイラーに戻します。

この操作により遠位まで進むように髄腔を形成します。

適切な深度にネイルを挿入したら、側面像で適切な回

旋位置が得られるまで、ターゲットデバイスを回旋さ

せます。

ネイルのアライメント獲得

ガイドピンをターゲットデバイスの適切な各ホールに

挿入してネイルの前捻角を確認します。

側面像で確認の際に、ガイドピンは大腿骨頚部中心を

通って骨頭中心に向かう必要があります。側面像でイ

メージの中心に大腿骨頭とターゲットデバイスのメタ

ル部分（弓状部）が重なるようにします。ターゲット

デバイスの中の 線マーカー（左図の つの黒点）でも

側面像での方向性を確認できます。

次の ステップリーマー工程の間、ネイルに遠位方

向への力を加えることが必要な場合があります（この

ステップリーマー工程は少しだけ頭側方向への動きが

加わるので、これを抑える為です）。



５． ステップリーマー

外側皮質骨の開創
ラージ・ティシュープロテクトスリーブとラージ・オ

ブチュレーターを組み合わせたのちにポイントコンタ

クトの向き（下図 ）で皮質骨まで進めます。ラージ・

オブチュレーターが皮質骨に接した時点で 度回転さ

せてラインコンタクト（下図 ）の向きにします。ラー

ジ・ティシュープロテクトスリーブを皮質骨まで進め

てから時計回りに回転させてターゲットデバイスにロ

ックします（ラージ・ティシュープロテクトスリーブ

の矢印部分が頭側になるようにして下さい。 下図参

照）。

ガイドピンや ステップリーマー操作での正確性や安

定性が増します。

ラージ・オブチュレーターがラインコンタクトの向き

である事を確認します。軟部組織の挟み込みが無い事

を確認の上、ラージ・オブチュレーターを抜きます。

A ポイントコンタクト A ポイントコンタクト 

B  ラインコンタクト 



ガイドピンの設置

ガイドピン用スリーブをラージ・ティシュープロテク

トスリーブに入れます。パワーツールでガイドピンを

大腿骨骨頭の軟骨下骨付近まで進めます。

オプション器械

非常に硬い骨の場合、アクセスドリルで外側皮質骨の

開創ができます。ガイドピン越しにネイルに接すると

ころまで進めます。

重要

ガイドピンが軸に沿っている事を確認しつつガイドピ

ンを進めます。またガイドピンを無理に押し込まない

ように注意します。

イメージを使用して前後軸と側面軸上にガイドピンが

刺入されている事を確認します。

適切なピンの刺入の為にガイドピンは新品を使用して

下さい。

もしガイドピンがたわんで刺入された場合、そのまま

留置して長さの計測を行います。このガイドピンはア

ンチローテーションピンの設置がなされるまで、その

ままで留置します。

ガイドピンの位置をずらさない為に、ラージ・ティシ

ュープロテクトスリーブに負荷をかけないように注意

します。



６．テレスクリュー長の計測

ガイドピン

計測長

テレスクリュー

全長

プリセット

スライディング量

マニュアル延長量

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

実測値の計測前に、ガイドピン用スリーブが皮質骨に

直接に接している事を確認します。

ガイドピン上にメジャリングデバイスを矢印の向きで

滑り込ませて長さを読み取ります。

テレスクリュー（長さ 刻み）は挿入後に 伸ばす

事が出来ます。術中の状況に応じてテレスクリュー長

は計測値と同一もしくは若干短めを選択し、＋ の範

囲で調整する事が出来ます。

テレスクリューのスライディング量は全長に応じて

から のスライドが可能となっています。

これはプリセットスライディング量と調整可能な の

マニュアル延長量の合計値です。

テレスクリュー長は計測された長さと同一（例 ）も

しくは若干短いものを選択します 例 ・ 。

例１：

計測値

テレスクリュー全長

例 ：

計測値

テレスクリュー全長

例 ：

計測値

テレスクリュー全長

プリセットスライディング量マニュアル延長量

テレスクリュー全長



ステップリーマーへの

アウターリーマー装着

選択したテレスクリュー長に ステップリーマー長を

設定します。

選択した長さ以上にリーミングしない様に ステップ

リーマー上の アウターリーマーを設定します。長さ

目盛りを読み取り可能な方向から見て、 アウターリ

ーマーの緑色部分を押し下げながら時計回りに回転さ

せてロックします。

重要

ガイドピンが海面骨内でたわんだ場合：

ガイドピンの骨頭穿破を避けるために ステップリー

マー長を最も短い長さに設定してドリルします。

アンチローテーションピンの設置完了まで、ドリルと

ガイドピンをそのままの位置に留置します。その後ガ

イドピンだけを抜去して ステップリーマーを設定長

まで進めます。

ネイル内側に

リーマーストップ



テレスクリュー用ドリル孔作成
ラージ・ティシュープロテクトスリーブに組み合わせ

た ステップリーマーとアウターリーマーをガイド

ピン越しに進めます。パワーツールを利用してネイル

に接触するまで大腿骨外側皮質骨をリーミングします。

ステップリーマーは無理に進めずに、ネイルに接した

らすぐに停止させます。一旦リーマーストップがネイ

ルに接したら、リーマー長（リーマー先端の位置）を

イメージで確認します。

ステップリーマーのカラーブロックは選択した頚

体角のネイルに対応した ステップリーマー挿入深

度の目安です。

必要ならばリーマー先端が大腿骨頭の軟骨下骨から

以内に来るように、 アウターリーマー位置を再設定

します。これに伴いテレスクリュー長を再度選択しま

す。リーミングの間、軸方向に沿っている事と ステ

ップリーマーが無理に押し込まれていないかを確認し

ます。もし海面骨梁等によってガイドピンが頭側方向

にそれた場合は、 ステップリーマーを最後まで進め

てはいけません。この場合、長さ計測後にガイドピン

をネイルの外側端位まで引き戻します。その後ステッ

プリーマー工程を完了させます。

重要

次ステップのアンチローテーションピン刺入中の回旋

安定性を保つために ステップリーマーはそのままタ

ーゲットデバイスに残します。

代替策

クイックロック ハンドル

パワーツールでドリルを進める代わりに、 ハンドルを

使って外側皮質骨まで ステップリーマーを進める事

も可能です。

注記

ガイドピンが骨内で過度にたわんだ場合、

ステップリーマー上の アウターリーマーの長

さ設定を解除します。そして可能な限り アウターリ

ーマー設定を短くして、髄内に残しておきます。

アンチローテーションピンの設置をします。

ガイドピンを抜去します。

ステップリーマーを計測長に再度設定して、リ

ーマー工程を完了させます。

カラーブロック

赤 度

青 度

黄 度



６．テレスクリュー長の計測

テレスクリュー長計測のオプション方法を説明します。

ガイドピンの設置位置を 方向から確認した後に、ガ

イドピンスリーブを外します。

その際、ターゲットデバイスをそのままの位置で保持

します。

ステップリーマーを に設定します。

長さ目盛りを読み取り可能な方向から見て、 アウ

ターリーマーの緑色部分を押し下げながら時計回りに

回転させてロックします。

ステップリーマーをガイドピン越しにラージ・テ

ィシュープロテクトスリーブに進めます。ネイル本体

に ステップリーマーのリーマーストップが接する

まで進めます。無理に進めないように注意します。

ステップリーマーのカラーブロックは選択した頚

体角のネイルに対応した ステップリーマー挿入深

度の目安です。ガイドピンと ステップリーマーの

位置が適正なことをイメージで確認します。

アウターリーマーの緑色部分のロック部分を解除

して、 ステップリーマーをフリーな状態にします。

イメージで確認しながら、 ステップリーマーを適

正な深度まで進めます。

アウターリーマー後端の長さを読み取り、テレス

クリューを選択します。

ネイル内側に

リーマーストップ



７．アンチローテーションピン

フェーシングカッター

皮膚に小切開を入れて、スモール・ティシュープロテ

クトスリーブとスモール・オブチュレーターを皮質骨

に接するまで進めます。スモール・ティシュープロテ

クトスリーブを廻してターゲットデバイスにロックし

ます。

スモール・オブチュレーターを抜去します。

フェーシングカッターをスモール・ティシュープロテ

クトスリーブに通して、パワーツールで進めます。ネ

イル外側端に接するまで大腿骨外側皮質を削ります。

この際軸方向を確認しながら行い、マルポジションの

原因となる様な無理な力を加えない様に注意します。

フェーシングカッターのグリーンマークはストッパー

の役割を示すものではなく、目安として利用するもの

です。

フェーシングカッターを抜去します。

ツイストドリルをパワーツールに取り付けて、

スモール・ドリルスリーブに通します。イメージで確

認しながら、 ツイストドリルを大腿骨頭と頚部

の境界線まで進めます。軟骨下骨から 以内にガイ

ドピン先端が来るべきではありません。テレスクリュ

ー用ガイドピンからアンチローテーションピン先端に

水平線を引いた場合に同一レベルに来るのが望ましい

状態です。

水平レベル



ツイストドリルとスモール・ドリルスリーブを

抜去します。

トルクレンチ付スクリュードライバーを用いて、ス

モール・ティシュープロテクトスリーブに選択したア

ンチローテーションピンを進めネイルへねじ込みます。

正しいトルク（ で締めこみ、固定します。

スクリュードライバーの黒いマーカーまで進めると、

アンチローテーションピンのネジ切りがネイルのネジ

切りまで届いた事を示します。

注意

トルクレンチ付スクリュードライバーはトルク値を

示すためのものです。トルクを設定値以上に制限する

機構はありません。過度な締め付けに注意します。

マーカー



８．テレスクリューの挿入と

スライディング量の調整

オプション：ラグスクリュータップ

非常に硬い骨の場合、徒手的に テレスクリュー用タ

ップ（以下タップ）を使用できます。

留置していた ステップリーマーを抜去します。

タップを ハンドルに取り付けて、ガイドピンを使って

ラージ・ティシュープロテクトスリーブに通します。

リーミングしたところまでタップをします。

イメージを使って深さを確認します。

タップ完了後に、タップを抜去します。

テレスクリュー挿入：

留置していた ステップリーマーとガイドピンを抜

去し、テレスクリューの挿入を行います

テレスクリューを トルクレンチ付スクリュードライ

バーに取り付けます。まずテレスクリューのインナー

スクリューにトルクレンチ先端の六角ドライバーを先

を取り付けてから、アウタースリーブをドライバー手

前側の六角とかみ合わせます。

次いでラージ・ティシュープロテクトスリーブにテレ

スクリューを挿入し、適正なトルク（ で締め付け

固定します。

注意

トルクレンチ付スクリュードライバーはトルク値を

示すためのものです。トルクを設定値以上に制限する

機構はありません。過度な締め付けに注意します。

テレスクリューは スクリュードライバーを用いて

スライディング量（上限 ）を延長する事が可能です。

（およそ 回転で 延長可能です。）

ドライバーの長さ目盛りが延長量（単位 ）を示しま

す。

イメージで前後像と側面像を確認しながら、リーミン

グ孔の先端までテレスクリューが進むように長さを確

認します。

注意

スクリュードライバーの回転ストップ機構はあ

りません。 以上回すとテレスクリューが空回りし

て、骨のネジ山を壊す恐れがありますので注意します。
長さ目盛り



９．遠位横止めスクリュー

スモール・ティシュープロテクトスリーブ挿入

皮切位置にマーキングを行い、スモール・オブチュレ

ーターを取り付けたスモール・ティシュープロテクト

スリーブをターゲットデバイスの遠位ホールに通しま

す。この際に二つの固定様式（ 、 ）を選

択できます。

筋膜と外側広筋を分けて進入します。ドリルホールの

マルポジション原因となるスリーブの筋膜挟み込みを

避けるために、十分な長さを開創します。

骨に接するまでスモール・ティシュープロテクトスリ

ーブとスモール・オブチュレーターを進めます。スモ

ール・オブチュレーターだけを抜去します。

外側皮質骨のフェーシングカット

フェーシングカッターをパワーツールに取り付け、ス

モール・ティシュープロテクトスリーブに通して皮質

骨へ進めます。外側皮質骨に接したら、フェーシング

カッターで皮質骨表面の約 を削り、後に利用する

ツイストドリル先端が滑らないように面を作りま

す。黄色のマーカーはフェーシングカッターの切削深

度の目安として利用します。フェーシングカッターを

抜去します。

スモール・ティシュープロテクトスリーブを廻してタ

ーゲットデバイスとロックさせます。

注意

外側皮質骨の全厚みをフェーシングカッターで切削し

ないで下さい。表面のみに用いるものです。



ドリリング
スモール・ドリルスリーブをスモール・ティシュープ

ロテクトスリーブに通します。

ツイストドリルで内外側の皮質骨をドリリングし

ます。

ロッキングスクリューの長さを ツイストドリルの

目盛りから読み取ります。

ドリルスリーブを抜きます。

スクリューを スクリュードライバーに取り付けま

す。

スクリューとドライバー先を組み合わせて、ドライバ

ー手元（緑色部分）をロック方向に廻します。これで

ドライバーによるスクリューの把持が可能です。

ロッキングスクリューをドライバーで把持しながらス

モール・ティシュープロテクトスリーブに通します。

内外側の皮質骨に到達するまでスクリューをねじ込み

ます。

ドライバー手元（緑色部分）を 方向に廻すと把

持が外れます。

スモール・ティシュープロテクトスリーブを抜去しま

す。

ドリリング



１０．クロージャースクリュー挿入

ターゲットデバイスのコネクティングスクリューをレ

ンチを使って外します。

スクリュードライバーでクロージャースクリュー

をネイルに装着します。

イメージを使ってインプラントポジションを確認しま

す。



■ロングネイル手技

ショートネイルと

共通手技

ロングネイル

追加手技

患者体位

アプローチ

ネイル挿入孔の

作成

ネイルベッド作成

髄控リーミング

ネイル挿入

ステップ

リーマー

テレスクリュー長

の計測

アンチローテー

ションピン

テレスクリュー

挿入

遠位横止め

クロージャー

スクリュー挿入

左の表のように ロングネイルではショート

ネイル手技に髄控リーミングと遠位横止めの工程が追

加になります。

以下では追加手技のみを説明します。



１．髄控リーミング

ネイルベッド作成（プロファイラー）後に

遠位髄腔リーミングを行います。

プロファイラーはショートネイル用と

ロングネイル用は共通です。

整復器を ハンドルに装着します。骨片を整復しながら、

髄腔に沿って骨折部の下まで整復器を進めます。

ガイドピンを整復器に通しながら、ネイル遠位先端ま

で届かせます（遠位大腿骨骨幹端）。ガイドピンのオ

リーブチップ端を先にして挿入している事を確認しま

す。

整復器をガイドピンから抜去します。（整復器とガイ

ドピンの組み合わせの代わりに、ユニバーサルハンド

ルとガイドピンの組み合わせでも同様の作業が可能で

す。）

重要

大転子の過度な切削を避けるために、小転子を通過す

るまで、リーマーを回転させません。

ガイドピンにスケールを滑り込ませます。皮質骨から

の計測であることとスケールが髄腔に入り込んでいな

いか確認します。

重要

長さの読み取り

ガイドピンはマーカーの術者側を読み取ります

（ネイル後端ではありません）。

左図では を示します。

大腿骨側

術者側

大腿骨側

術者側



２．ロングネイル遠位横止め

髄腔リーミングの為に、髄腔リーマーシャフトを選択

した径のリーマー先と組み合わせて、ガイドピンを通

じて挿入します。最小サイズ（ ）から始めて、小転

子下から注意深くリーミング開始します。 ずつ径

を拡大していきます。髄腔に十分な水を掛けながら過

熱による組織壊死を避けなければなりません。選択ネ

イル径の約 ㎜大きい径までリーミングします。オリ

ーブチップ端で進みを止めます。決してオリーブチッ

プ端より先にリーマーを進めてはいけません。可能な

らばイメージ確認を行います。ガイドピン越しにネイ

ルを挿入して、その後ガイドピンだけを抜きます。

その後計測した長さのロングネイルを挿入して、近位

側スクリュー固定の終了後に遠位横止め作業に移りま

す。

ターゴン ロングネイルの遠位横止めは、ラジオルー

セントドリルと専用スクリュー・デプスゲージを使用

して、スクリュー孔の作成および適切な長さのスクリ

ューの測定を行って下さい。

注意

スクリュー・デプスゲージの表示は実測値です。

スクリュー先端を対側皮質骨に通過させるには、測定

値より長めのスクリューを選んで下さい。



■インプラント抜去
テレスクリュー

１ テレスクリュー、スクリュー用抜去器をクイッ

クカプリング付 ハンドルに取り付けます。

２ 青のクイックカプリング付 ハンドルを赤の テ

レスクリュー、スリーブ用抜去器に挿入します。

軟部組織開創後に、イメージで確認しながら、青と

赤の ハンドルを進めて、テレスクリューに連結します。

青と赤のハンドルを同時に廻すことによって、テレス

クリューの抜去が可能です。

注意

テレスクリュー抜去前にネイルに入り込んだ組織を除

去します。軟部組織が接続部に介在すると接続不良の

原因となる恐れがあります。これによるインプラント

や器械の損傷を防ぐのが目的です。

テレスクリューのスリーブ部分とスクリューを抜去す

る為に、テレスクリュー抜去器がスクリューとスリー

ブの両方に接続している事を確認します。

アンチローテーションピン抜去

ハンドルに テレスクリュー、スクリュー用抜去器

を取り付けます。

イメージで確認しながら、 テレスクリュー、スクリ

ュー用抜去器を軟部組織下に進めて、アンチローテー

ションピンと接続します。

反時計回りに回転させてアンチローテーションピンを

ネイルから外します。

注意

アンチローテーションピン抜去の前に、ネイルに入り

込んだ組織を除去して下さい。軟部組織が接続部に介

在すると接続不良の原因となる恐れがあります。これ

によるインプラントや器械の損傷を防ぐのが目的です。



クロージャースクリュー

ネイルの近位端には前回手術時と同一皮切からアプロ

ーチします。

クロージャースクリューを スクリュードライバー

を用いて抜去します。

ノックアウトアダプターをネイル近位端に時計廻しに

取り付けます。

遠位横止めスクリュー抜去

前回の横止めスクリュー用の皮切箇所に小切開を入れ

ます。 スクリュードライバーまたは ハンドルと

テレスクリュー、スクリュー用抜去器を組み合わせ

たものを用いてスクリュー抜去を行います。



ル

ネイル抜去

ネイルが骨に過度に覆われていた場合、イメージで確

認しながらガイドピンを進めます。

次にソフトティシュー・ファネルを用いてホロウリー

マーで覆っている骨を取り除きます。ネイルの近位端

まで進めます。

クロージャースクリューの抜去

ノックアウトアダプターをネイルにしっかりと取り

付けます。

エクストラクターをノックアウトアダプターに取り

付けます。

ロッキングスクリューを抜去します。

エクストラクターを ハンドルに装着します。

エクストラクターとネイルをハンマーを用いて抜去

します。

←ノックアウトアダプター

エ
ク
ス
ト
ラ
ク
タ
ー



■器械明細

Tray１  
1 KH526R ソフトティシュー・ファネル
2 KH458R クイックカプリング付 ハンドル
3 KH525R ホロウリーマー用ガイドピン
4 KH319R ユニバーサルハンドル
5 KH524R ホロウリーマー
6 KH450R ネイル用コネクティングスクリュー×２
7 KH548R レンチ
8 KH529R ショート、ロング用プロファイラー
9 KH520P ターゲットデバイス

■アプローチ

■テレスクリュー

■遠位スクリュー

■一般器械

■抜去器械



Tray2 
1 KH531R ラージ・オブチュレーター
2 KH532R ラージ・ティシュープロテクトスリーブ
3 KH534P メジャリングデバイス
4 KH537R ガイドピン用スリーブ
5 KH536R ステップリーマー
6 KH535R アウターリーマー
7 KH539R スモール・オブチュレーター
8 KH538R スモール・ティシュープロテクトスリーブ
9 KH540R フェーシングカッター
10 KH549R スモール・ドリルスリーブ
11 KH541R ツイストドリル
12 KH542R トルクレンチ付スクリュードライバー
13 KH544R スクリュードライバー

14 KH543R テレスクリュー用タップ

■アプローチ

■テレスクリュー

■遠位スクリュー

■一般器械

■抜去器械
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オプションＴｒａｙ 
 ショートネイルオプション 

1 KH554R アクセスドリル 

2 KH546R PFT テレスクリュー、スリーブ用抜去器 

3 KH545R PFT テレスクリュー、スクリュー用抜去器 

4 KT236R 4.5mm スクリュードライバー 

 
 ロングネイル・抜去オプション 

5 KH492R ノックアウトアダプター 

6 KH490R エクストラクター 

7 KH473R スクリュー・デプスゲージ 

8 KH460R ハンマー 

9 KH478P スケール 

10 KH463R 整復器 
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■アプローチ  

■テレスクリュー 

■遠位スクリュー 

■一般器械  

■抜去器械 
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