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はじめ に
本書はGMK Sphere®を使用するための手術手技を説明しております。
この
手技は重篤な骨損失、広範囲の拘縮または軟部組織の弛緩のない人工
膝関節置換術を想定して作成されています。
本手技は、骨を基準とした骨切りによってアライメントを整える手技
(Measured Resection法)を基本として記述されています。必要に応じて適
切な軟部組織のリリースを実施してください。
また、大腿骨・脛骨どちらか
ら骨切りを行っていただいても問題ありません。
この手技には脛骨髄外（EM)アライメントによる骨切りと大腿骨髄内（IM)
アライメントによる骨切りが記述されています。大腿骨遠位の骨切りは髄
内を参照して行います。術者の判断で大腿骨の形状に応じて、大腿骨の
外反角を適切に選択してください。一般的に術後の軽度内反は容認され
ますが、外反膝は許容されません。本システムの開発チームは通常3-5°
の
外反角で骨切りを実施しています。
大腿骨遠位骨切りは髄腔を基準に行いますが、4in1カッティングブロッ
クの設置には様々な解剖学的指標(posterior condyles、epicondyles や
Whiteside line)を用います。
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CAUTION
一部の器械は専用ピンで骨に固定します。使用前には、ピンに損傷がな
く、完全に機能することを確認してください。曲りや損傷のあるピンは必
ず新しいものと交換して下さい。
ピンを抜去する際は、ピンと抜去器の軸を正しく合わせて、術中のピン
の破損や曲がりを防止してください。
本書に特に記載されていない場合、器械をハンマーやインパクターで
叩かないで下さい。
手術手技の詳細などに関しましては、弊社営業担当者までお問い合わ
せください。

SYMBOLS
本書では、以下のシンボルマークを使用しています。

OPTION
“OPTION” の欄では、同様の手技を行なうための代替的な手法を記載
しています。

SS
“MSS”の欄では、MIS（筋肉温存)アプローチ用に設計された器械を記載
しています。

PLEASE

NOTE

本書に記載した手術手技は、以下の順序で骨切りを行います。
A.脛骨骨切り
B.大腿骨遠位骨切り
C.大腿骨前方と後方及びシャンファーカット
上記以外にも術者の判断により骨切り順を以下の通り変更することも可能です。
B.大腿骨遠位骨切り
C.大腿骨前方と後方及びシャンファーカット
A.脛骨骨切り
必ず大腿骨前方と後方及びシャンファーカットに先立って、大腿骨遠位骨切りを
行ってください。
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適応

GMK Sphere はセメント固定を前提として設計されております。コンポーネントのセメント固定に充分な骨質
であることを確認してください。
本人工膝関節システムの適応症例を以下に示します。






関節炎、外傷性関節炎、
リウマチ性関節炎又は多発性関節炎により、重度の疼痛及び／又は機能障害を有する
関節

大腿骨顆部の虚血性壊死
外傷後の関節変形

初回インプラントの不良例
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禁忌

GMK Sphere人工膝関節の禁忌は以下の通りです:





進行性局所又は全身性の感染症

手術を不適とする患肢の筋肉欠損、神経筋疾患または血管障害

顆部の高度欠損に伴う著しい不安定性または内外側側副靭帯の切断・欠損

精神障害または神経筋障害は患者も術後合併症の原因にもなり得ます。また、術者の責任において、患者が使
用材料にアレルギーを有していないことを確認してください。
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術前計画

3.1 X線計画
前後像、側面像、及びスカイラインビューの膝関節X線撮影を行います。
これらのX線撮影の目的は解剖軸、機
能軸、脛骨の後傾角、骨切り位置と量、髄内侵入点、大腿骨および脛骨コンポーネントのサイズ、脛骨インサー
ト厚、膝蓋骨厚やその他の特徴(骨棘、特に後方骨棘の位置）の確認と評価です。

3.2 手術計画
本評価の目的は、
関節可動域(ROM)や膝蓋骨中心の位置と靭帯の欠損による不安定が存在するかどうかの確認です。
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手 術アプローチ

一般的に用いられる手術アプローチは、
「正中切開」および「medial parapatellar approach」ですが、術者の
選択により、
この他のアプローチも使用することができます。
内側の支帯を展開してして関節を露出したら、膝を屈曲させます。骨切りを始める前に、正常なアライメントの
確認の妨げとなるような骨棘(顆間窩の骨棘を含む)を切除して、本来の骨の形態に近い状態にします。脛骨の
前方引き出しを容易にするために、前後十字靭帯を段階的に切除することで骨切りが容易になります。
変形性関節症による骨欠損、手術中に切除した骨や軟骨を同等の厚みを持った金属やポリエチレン製の人工
関節に置換することが、
この手術の目的となります。
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5

脛骨近位骨切り

脛骨は平らな骨切り面を一度の骨切りで形成します。骨切りガイドはスパイクレスとスパイク式の髄外アライメ
ントガイドがあります。スパイク式髄外アライメントガイドはアライメントガイドが正面・側面とも脛骨骨軸と平
行にあわせた時、脛骨カッティングガイドが内外反0°
、後方傾斜3°
となるよう設計されています。
どちらのアライ
メントガイドの場合も、足関節側の調節機構(下図参照)により後傾を調整することが可能です。過度な後傾角
をつけることは避けてください。また、前方傾斜にならないよう細心の注意を払ってください。

5.1 脛骨ガイドの組立て
髄外ガイドは以下のコンポーネントから構成されています。

F
E








マレオラクランプ(A)

マレオラクランプサポート(B)

脛骨カッティングガイド ディスタールサポート(C)

スパイクレス髄外スーペリアガイド（D)
脛骨カッティングガイド(E）
脛骨スタイラス(F)

脛骨カッティングブロック(スロッテッド)-右
D

C

B

A

手術側(左右)に応じた脛骨カッティングガイドを選
択し、内蔵のスクリュー(赤色の円)を締めることで脛
骨カッティングガイドをスパイクレス髄外スーペリ
アガイド(D)に固定します。マレオラクランプ(A)をマ
レオラサポート(B)に挿入し、脛骨カッティングガイ
ド ディスタールサポート(C)の遠位部をスライドさ
せてマレオラクランプサポートに取り付けます。こ
れにスパイクレス髄外スーペリアガイドを挿入して
組み立てます。
マレオラクランプを足関節周囲に固定し、内外果の
中点で示される足関節中心に脛骨カッティングガイ
ドを設置してください。
次に組み立てたカッティングガイドを脛骨に正しく
設置します。まず、前方から回旋アライメントを確認
します。患者の脛骨長に合わせて、ガイド全長を調
節し固定ネジ(赤色の矢印)で固定します。脛骨スタ
イラス(F)を用いて脛骨の骨切り量を確認できます。
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OPTION
脛骨カッティングガイド正しい位置に設置ででき
たら、中央のスロットホールにピンを挿入して仮
固定します。
この時点では、骨切り量と後方傾斜の
調節が可能です。

セントラルスロット

CAUTION
脛骨カッティングブロックには後方傾斜は組み込
まれていません。髄外ガイドが脛骨骨軸と平行の
とき、後傾は0°
となります。

CAUTION
内外反を調整するためには脛骨カッティングガイ
ドから中央のピンを抜去してください。

5.3 脛骨後方傾斜の調整
5.2 脛骨内外反の調整
脛骨の回旋をニュートラルにするため、脛骨カッテ
ィングブロックの中心を必ず脛骨粗面の内側1/3合
わせて置きます。カッティングブロックの上端面が、
脛骨の内外側横断面と平行になるよう設置して下
さい。

CAUTION
骨切り時の角度が内外反位とならないよう、カッテ
ィングガイドの中心をしっかりと合わせて下さい。
脛骨骨切り面を脛骨機能軸に垂直にするために、
マレオラクランプサポートを足関節中央に設置しま
す。マレオラクランプサポート上でアラインメントガ
イドの遠位部を調整することで、脛骨骨切りの内外
反を調節できます。
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マレオラクランプサポートの遠位部をマレオラクラ
ンプのロッドに沿ってスライドさせることで後方傾
斜を調節できます。サポートを手前に動かすと後方
傾斜が増大します。後傾を変化させる場合、脛骨骨
切り部の内外反を避けるため、カッティングガイド
を脛骨前面の中央ににしっかりと接触させておくこ
とが重要です。

5.4 脛骨骨切り位置の調整
脛骨の骨欠損や軟部組織の状態は一定ではなく、
その状態に応じた適切な調整が必要となります。必
要に応じて追加骨切りが可能なため、最初の骨切り
はなるべく少なくすることが重要です。
スタイラスをカッティングガイドの穴に取り付けま
す。スタイラスは両サイド利用可能となっています。
片方は欠損の少ない側(通常外側顆)を参照とする
8mmで、もう一方は欠損の激しい側(通常内側顆)を
参照する2mm骨切り用となっています。

OPTION
脛骨カッティングブロックは顆間隆起への固定が
可能となる、
スパイク式アライメントガイドと使用
することも可能です。
この場合、0°
または3°
のサポ
ートが必要となります。.

3°

CAUTION
シックルフィンガー(エンジェルウィング)を使って骨
切りレベルを確認します。適切な位置に設置できて
いたら、2本のパラレルピンを使ってカッティングブ
ロックをピン固定します。直線でマークされた列を
お使いください。

3°
のサポートを使用した場合、髄外ガイドを脛骨
骨軸に平行に設置すると脛骨の後方傾斜が3°
得
られます。
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脛骨カッティングブロックを固定する前に、シックル
フィンガー(エンジェルウィング)を用いて骨切り量と
後方傾斜を確認して下さい。
スタンダード脛骨カッティングブロック
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Tオープンタイプ脛骨カッティングブロック
（右膝）






パラレル ピンホール

斜め固定ピン用ホール

脛骨スタイラス用ホール
互換ホール

プレドリリング後、
リファレンスラインで示されたパ
ラレル ピンホールへピンを2本と斜め固定ピン用
ホールに1本ピンを挿入します
必要に応じてパラレル ピンホールを用いて2mmま
たは4mmの追加骨切りを実施することが可能です。

リファレンスライン
MSS脛骨カッティングブロック

リファレンスライン
脛骨カッティングブロック
（右膝）





パラレル ピンホール

斜め固定ピン用ホール

脛骨スタイラス用ホール

ソーブレードスロット

OPTION
緑色のピンホールはオープンタイプの脛骨カッテ
ィングガイドと互換性があります。
脛骨カッティングガイド(オープン)

リファレンスライン
脛骨カッティングガイド(スロッテッド)
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カッティングブロックの前額面アライメントを確認
するために、テレスコープ アライメントロッドをカッ
ティングブロックに取り付けることができます。アラ
イメント ロッドの先端が足関節の中心に向いてい
ることを確認します。

5.6 髄外ガイドの取り外し
スタイラスを取り外し(1)、スパイクレス髄外ガイド
のスクリューを緩めます(2)。マレオラクランプのスク
リューを緩めて(3)、カッティングガイド以外をを脛
骨から取り外します(4)。

カッティングブロックの前額面のアライメントを確
認するために、テレスコープ・アライメント・ロッドを
取り付けることもできます。ロッドをスタンダードカ
ッティングブロックに装着し、足関節の中心を示すこ
とを確認します。

1

2

4

3
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脛骨骨切りガイドが脛骨前面にしっかり接触してい
ることを確認します。安定性を高める場合は、脛骨カ
ッティングブロックの斜め固定ピンホールにピンを
挿入します。
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必要に応じて2種類の修正用カッティングブロック
を利 用 することができます。これらを用 いて現 在
の骨切りからアライメント(内外反+2°
)や後方傾斜
(±2°
)の調整が可能となります。
これらの修正用カッ
ティングブロックを使用する場合、最初の骨切りと同
じ高さのピンホールの組み合わせを使用してくださ
い。

これらの修正用ガイドはスロッテドカッティングガ
イドとMISカッティングガイドの両方と互換性があり
ます。

OPTION
緑色のピンホールはオープンタイプの脛骨カッ
ティングガイドと互換性があります。

カッティングガイドのスロットを用いて脛骨近位の
骨切りを実施します。
斜め固定ピンを抜去後、脛骨カッティングブロック
を平行な2本のピンにスライドさせて、取り外しま
す。パラレルピンは脛骨の再骨切りに備えて残した
ままにしておきます。

CAUTION
脛骨に後方傾斜をつけて設置した場合、アライメ
ントガイドの取り外しにより回旋や内外反に変化
が生じていないか、骨切り前に確認してください。
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6

大 腿骨遠位骨切り

6.1 髄内ロッドの設置
大腿骨顆間窩のPCL付着部のやや内側上方の遠位
大腿骨に、刺入孔を作成します。9mmドリルを用い
て骨髄腔を穿孔します。髄内ロッド挿入時の髄腔内
圧を下げるために、刺入孔にドリルを何度か出し入
れして骨クズをできるだけ除去してください。
この刺入孔は髄内ロッドが大腿骨の正面・側面共に
髄腔中心に挿入できる位置になくてはなりません。

ディスタールカット リファレンスブロックを髄内ロッ
ドに装着し、髄腔にロッドを挿入します。
リファレン
スブロックは解剖軸から外反6°
の角度を有します。
そのため手術側に応じて「R」または「L」が正面から
正しく表示される向きで使用してください。

OPTION
刺入孔の作成は髄内ホールゲージを用いて行う
こともできます。まず、大腿骨テンプレートを用い
て大腿骨のサイズを計測します。シックルフィン
ガー(エンジェルウイング)を用いて大腿骨のML
幅を計測し、先のサイズ計測が正しいか再度確認
します。大腿骨のサイズが決まったら、髄内ホー
ルゲージを適切なサイズに設定し、
トロクリアグ
ルーブの中央と前方皮質にしっかりと乗せます。
これにより、大腿骨のサイズを基準とした適切な
刺入孔位置が確認できます。

OPTION
大腿骨遠位骨切りの外反角は0°
～9°
まで1°
刻み
で設定が可能です。
髄内ロッドと共にリファレンスブロックが少なくとも
片側の大腿骨顆部に接するまで挿入します。

OPTION
必要に応じてリファレンスブロックを安定させる
ため、遠位側のいずれかのピンホールを用いて
ピン固定してください。
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6.2 遠位カッティングガイドの設置
マイクロメトリックディスタールカットポジショナーを
リファレンスブロックにスライドして取り付けます。
大腿骨遠位カッティングガイドをポジショナーに取
り付け、
レバー(下図A)を押し下げて両者をしっかり
と固定します。

CAUTION
遠位カッティングブロック スロットタイプはオープ
ンブロック用のマイクロメトリックディスタールカ
ットポジショナー(製品番号02.07.10.0185)との互
換性はありません。
A

右足の場合、ネジを時計回りの方向に回すことで、大
腿骨の外反角は小さく調整することができます。

-3°

骨切除面

SS
MSS遠位カッティングブロックは左右非対称の形
状でで左右両方の膝に対応してます。手術側の膝
に対応する表示が前方に向いていることを確認し
てください。

9 3 3 9
6 0 6

SS
右足で外反角を小さく調整

大腿骨の解剖学軸に対し、患者の解剖学に合わせ、
異なった外反角で大腿骨遠位の骨切除を行うこと
も可能です。その場合、ファイン・チューニング遠位
切除・ガイドをマイクロメトリック遠位カット・ポジシ
ョナーに装着し、外反角6°
から調整します。
14

ネジを反時計まわりの方向にまわすことで、外反角を
大きく調整することができます。

+3°

骨切除面

9 3 3 9
6 0 6

右足で外反角を大きく調整

					 OPTION
解剖学軸に対し、遠位カット・ポジショナーを０°
に
設置し、それから外反角を調整することも可能で
す。マイクロメトリック遠位カット・ポジショナーを0°
遠位カット・ポジショナーに装着し、
ファイン・チュー
ニング遠位切除・ガイドで外反角を調整します。

15
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6.3 大腿骨カッティングブロックの固定と大
腿骨遠位の骨切り

Knee

Spine

Navigation

リファレンス
ライン

大腿骨遠位の骨切除は9㎜（大腿骨コンポーネント
の遠位コンダイルの厚さと同じ）で行いますが、ネジ
（A)を回して4mm～12mmまでの切除量を調整す
ることも可能です。骨切りを行う前に、適切な遠位骨
切り量を確認するようにしてください。

スタンダード 遠位カッティングブロック
リファレンス
ライン

A
MIS ディスタール カッティングブロック(スロッテッド)
ディスタール カッティングブロック
（右膝）

SS







パラレル ピンホール

斜め固定ピン用ホール

アライメントロッド用ホール

調整用パラレル ピンホール
追加固定用ホール

カッティングブロックやチューニングガイドを用い
て2mm・4mmの骨切り量の調整を行う場合、調整
用パラレル ピンホールを用いてください。
骨切り前に、骨切り量をシックルフィンガー(エンジ
ェルウイング)を用いて確認してください。

OPTION
MISやスタンダードのオープンカッティングブロッ
クを使用することも可能です。

OPTION
遠位骨切り量が9mmで固定されていますが、挿
入したピンを用いてピンホールをずらすことで
骨切り量の調整をすることが可能です
パラレル ピンホール(図赤)に2本のピンを、斜め固
定ピン用ホール(図青)に少なくとも1本のピンを挿
入してカッティングブロックを固定します。固定が完
了したらポジショニングガイドのレバーを解放して、
カッティングガイド以外を取り外します。

オープンのカッティングガイドはオープンカッティングガイド用
のポジショナー(製品番号02.07.10.0185)とのみ互換性があります。
オープン遠位カッティングブロック:
パラレル ピンホール

16






斜め固定ピン用ホール

ソーフレードガイドホール /アラインメントロッドホール
調整用パラレル ピンホール

遠位カッティングブロックが正確に設置されている
かを確認するために、テレスコーピック アライメン
トロッドをアライメントロッドホールに挿入して使
用できます。アライメントロッドの先端が大腿骨頭
中心を向いていれば機能軸に垂直に設置されてい
ることになります。

スタンダード スロッテド遠位カッティングブロック

SS

MIS スロッテド遠位カッティングブロック
最後にシックルフィンガー(エンジェルウイング)を用
いて骨切り量を確認し、スロットを介して大腿骨遠
位部を骨切りします。骨切りが完了したらピンを抜
去します。再骨切りが必要な場合、パラレルピンを
そのまま残して、使用するピンホール列を変更して
使用してください。

必要に応じて修正用カッティングブロックを利用す
ることができます。これを用いて現在の骨切りから
アライメント(内外反+2°
)の調整が可能となります。
この修正用カッティングブロックを使用する場合、
最初の骨切りと同じ高さのピンホールの組み合わ
せを使用してください。

17
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OPTION

Knee

Spine

Navigation

SS

遠位内外反修正用カッティングブロックが使用で
きます。

CAUTION
スロッテド遠位カッティングガイドはスタンダード
オープン修正用カッティングブロックと互換性が
あります。MISカッティングブロックとの互換性は
ありません。

7

進 展位ギャップの確認

脛骨・大腿骨の骨切りが適切に実施されたかを確認するために、インディペンデントカットリファレンス スペー
サーブロックにフェモラルスペーサーとティビアルカバースペーサーを組み立てて使用します。フェモラルスペ
ーサーには大腿骨のサイズに応じて2種類の幅があります(サイズ1-3用と4-7用)。

18

フェモラルスペーサーは大腿骨コンポーネントの厚
みと一致しており、インディペンデントカットリファレ
ンススペーサーとティビアルカバースペーサーの合
計の厚みが脛骨コンポーネントとインサートの厚み
の合計と一致しています。 したがって、3種のスペー
サーを組み合わせた厚みの合計は、大腿骨コンポ
ーネント・脛骨トレイ・脛骨インサートの厚みの合計
と等しくなっています。使用する脛骨インサートの厚
みに応じて、それぞれ対応するティビアルカバースペ
ーサーがございます(10、11、12、13、14、17、20mm)。
膝関節を伸展して、ハンドルに装着したスペーサー
を関節内に挿入します。
フェモラルスペーサーはリファレンススペーサーの
「FEMORAL」
と印字された面に取り付けてください。
同様にティビアルカバースペーサーはリファレンス

インディペンデントカットリファレ
ンススペーサー

スペーサーの「TIBIAL」
と印字された面に取り付けて
ください。伸展位ギャップの確認は最も薄いティビ
アルスペーサー（10㎜）から始めてください。緩い場
合に、厚いティビアルスペーサー(11、12、13、14、
17、20 mm)に段階的に変えてギャップを確認します。
10mmで組み立てたスペーサーブロックが関節内
に挿入できない場合、脛骨に残しておいたピンを利
用して、2mm・4mmの追加骨切りが実施できます。
後方のリリースを実施しても伸展位ギャップが充分
に得られない場合、大腿骨遠位の骨切りを2mm追
加します。

大腿骨トライアル

フェモラルコンポーネント

フェモラルスペーサー

19 mm

脛骨スペーサー

脛骨トライアル

脛骨インサート10㎜
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大 腿骨前後面およびシャンファー面の骨切り

大腿骨遠位面の骨切り後に、大腿骨の前後面およ
びシャンファー面の骨切りを実施することで、大腿骨
コンポーネントのサイズと前後位置が決定されるこ
とになります。大腿骨の前面の骨切りは前方皮質へ
のノッチ形成を避けて、アンテリアフランジと前方
皮質の隙間が過大にならない位置になるようカッテ
ィングブロックの前後位置を調整します。 大腿骨の
前方皮質は内側に比べて外側が高くなっているた
め、大腿骨コンポーネントの外旋を大きくすると、外
側にノッチを形成するリスクが高くなります。大きめ
のサイズを選択してノッチを回避する必要がある場
合があります。 つまり、大きめの外旋角を選択した
場合、本来サイズ3を使用予定であってもサイズ4に
変更する必要があるということになります。 コンポ
ーネントのアンテリアフランジと前方皮質の高さを
しっかりと合わせるために、特に外側前方皮質にノ
ッチを形成しないよう慎重に位置決めを行います。
内側後顆の骨切りは、変形前の後顆の高さをコンポ
ーネントで再現する厚みになるように実施します。
GMK Sphereの大腿骨コンポーネントのAP厚は1サ
イズごとに2mmずつ増減します。
大腿骨コンポーネントの外旋を0°
で設定した場合、
後顆の骨切りは内外側とも同じ厚みになります。大
腿骨コンポーネントを外旋させる場合、以下の方法
で行ってください。
健常な膝関節は約20°
屈曲以降で外側コンパートメ
ントが弛緩して、メディアル ピボット運動が発生しま
す。大腿骨コンポーネントを外旋させることで、良好
なパテラトラッキングを獲得させることができます
が、外側後顆が後方に移動する事で、健常な膝関節
で観察されるメディアル ピボット運動を妨げること
につながります。この相反する2つの要素を満たす
ために外旋を約3°
で設定することをお勧めします。
外旋角度の設定は術者の判断により決定されます
が、開発チームのDr.はWhiteside Lineと大腿骨コン
ポーネントAP軸が平行になるよう設置しています。
大腿骨遠位の骨切り面にきっちりと設置したフェモ
ラルサイザーの適切なピンホールを利用してピン
を挿入します。ピンを挿入したらサイザーを取りは
ずして、4 in 1カッティングブロックをピンにあわせ
て設置します。4 in 1カッティングブロックが適切な
位置に設置されているかを確認して、必要に応じて
ピンホールを使用して2mm前方に移動させます。
4 in 1大腿骨カッティングブロックを使用して大腿骨
前方、後方、シャンファー面の骨切りを行います。

20

Knee

大腿骨の骨切りには13mm幅で1.27mm以下の厚
みのブレードを使用してください。
4 in 1カッティングブロック







パラレル ピンホール（ポステリアリファレンス）
パラレル ピンホール（アンテリアリファレンス）
斜め固定ピン用ホール
ハンドルホール

キャンセラスボーンスクリューホール

4 in 1カッティングブロックの位置決めにフェモラル
サイザーを使用します。

フェモラルサイザー






パラレル

ピンホール(ポステリアリファレンス)

4 in 1ペグドリル ホール

エピコンディラーガイド用ホール
仮固定用ピンホール

8.1 ポステリアリファレンス：大腿骨コンポーネン
トのサイズ変更とローテーションの調整
ローテーションガイドの中から、手術側に応じてR
またはL、計画された外旋角に応じて適切な角度(0°
、3°
、5°
)のものを選択し、カチッと音がするまでフェ
モラルサイザーのペグにしっかりと装着します。

前方スタイラスに表記されている大腿骨のサイズ
を計測されたサイズに合わせて、サイザーの位置を
調整し直します。

フェモラルサイザーを大腿骨遠位骨切り面に密着
させ、内外側後顆にパドルを合わせます。

サイザーのパドルを内外側後顆に当てて、スタイラ
スを大腿骨外側の前方皮質に当たるまで下げます。
大腿骨のサイズはサイザーの正面で確認できます。

エピコンディラーガイドを用いることで、上顆軸に
外旋を合わせることもできます。

21
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8.2 ポステリアリファレンス:4 in 1カッティ
ングブロックの設置

Knee

Spine

Navigation

パラレルホールに挿入した2本のピンを残したま
ま、
フェモラルサイザーを外します。

Option 1: セントラルピン

フェモラルサイザー






パラレル

ピンホール(ポステリアリファレンス)

4 in 1ペグドリル ホール

エピコンディラーガイド用ホール
仮固定用ピンホール

サイザーの位置に問題がなければ、内外側のパラ
レル ピンホールにプレドリリングを行い、ピンを2
本挿入します。

CAUTION
ピンを挿入する際、サイザーが常に遠位骨切り面
にしっかりと密着していることを確認してください 。

この時、4 in 1カッティングブロックをリファレンスラ
インより後方のホールを用いて設置し、ブロックを2
㎜前方に移動させ後顆の骨切り量を追加することも
できます。カッティングブロックのスリットから骨に
印をつけ、切除ブロックを外して大腿骨後顆のコン
ポーネント厚である8㎜の骨切りになっているか確
認します。同様の目的で、シックルフィンガー(エンジ
ェルウィング)をスロットに挿入して確認することも
できます。
同様にシックルフィンガー(エンジェルウイング)を
前方のスロットに挿入し前面の骨切り量を確認しま
す。
カッティングブロックの位置が確定したら、2本のヘ
ッド付ピンを4 in 1ブロックの内外側の斜めのピン
ホールに挿入し、パラレルピンを抜去します。
Option 2: ペグ

OPTION
サイザーをしっかりと固定しておくために、仮固定
用ピンホールにピンを挿入しておくこともできます。

サイザーを通じて作成されたペグホールに、4 in 1
カッティングガイドに取り付けた2本のペグを通して
位置決めをすることも可能です。
フェモラルサイザーの位置を確定したら、サイザー
の4 in 1ペグドリル ホールを通じて、適切なドリルで
ペグホールを作成します。
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CAUTION
ドリリングの際、サイザーと遠位骨切り面が常に
密着していることを確認してください。

ホールを作成したら、フェモラルサイザーを骨から
取り外して、適切なサイズの4 in 1カッティングブロ
ックの背面にペグを取り付けます。

CAUTION
4 in 1カッティングガイドのペグの位置は大腿骨
コンポーネントのペグの位置と一致しておりませ
ん。コンポーネント用のペグは大腿骨トライアル
を用いて作成します

OPTION
4 in 1カッティングブロックの固定には、両側にピ
ンで固定する方法と専用スクリュードライバーを
用いて2本のキャンセラススクリューで固定する方
法があります。

選択したサイズの4 in 1カッティングブロックを設置
しましたら、以下の順で骨切りを行います。






前面
後面
後方シャンファー面
前方シャンファー面

CAUTION
大腿骨の骨切りには13mm幅で1.27mm以下の
厚みのブレードを使用してください。
4 in 1カッティングガイドを取り外します。

CAUTION
4 in 1カッティングブロックをハンマーで直接叩か
ないでください。打ち込む必要がある場合は、直
接でなく、下図に示すようにフェモラルインパクタ
ーを用いて行ってください。

23

GMK SPHERE 手術手技書

Hip

8.3 大腿骨のサイズ変更
大腿骨コンポーネントのサイズはAP厚、ML幅それ
ぞれ2㎜刻みで準備されております。
ポステリアリファレンス:サイズアップ/ダウン
Option 1: パラレルピン
パラレルピンを用いて4 in 1カッティングブロックを
設置した場合、同じピンホールを用いてより適した
サイズのカッティングブロックを装着し直します。

Knee

Spine

Navigation

大腿骨骨切り後のサイズダウン
大腿骨の4面骨切りが完了した後に、大腿骨コンポ
ーネントのサイズダウンが必要となった場合、4 in
1カッティングブロックの前方スロットにボーンソー
ブレードを挿入して、遠位と前方骨切り面にぴったり
と合うようにブロックを設置し、
リファレンスライン
上のパラレル ピンホールにピンを2本挿入します。

CAUTION
サイズダウンする場合、前方の骨切り量は1サイズ
につき2mm後方に下がります。ノッチを形成しな
いことを確認し、必要であれば、ガイド後方のピン
ホールを利用してガイド全体を前方に移動してく
ださい。
Option 2: ペグ
ペグを用いて4 in 1カッティングブロックを設置した
場合、同じペグホールを用いてより適したサイズの
カッティングブロックを装着し直します。

CAUTION
サイズダウンする場合、前方の骨切り量は1サイズ
につき2mm後方に下がります。ノッチを形成しな
いことを確認してください。
カッティングブロックを前方に移動する場合、
リファ
レンスライン上のパラレル ピンホールにピンを2本
挿入して、一旦ブロックを取り外し、ペグをブロック
から取り外した後、1列後方のパラレル ピンホール
にカッティングブロックを設置してください。
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1サイズ下のカッティングブロックを先ほど挿入した
2本のピンに設置して、22～23ページに記された方
法でブロックをしっかりと固定して、大腿骨の再骨切
りを行います。

CAUTION
サイズダウンする場合、前方の骨切り量は1サイズ
につき2mm後方に下がります。ノッチを形成しな
いことを確認してください。

9

トライアルによる整 復

各骨切りが終了したら、適切なサイズのトライアル
コンポーネントを設置して、伸展/屈曲動作を通じて
膝関節が安定しているかを確認します。伸展位/屈
曲位ギャップを評価するためにスペーサーブロック
を使用することも可能ですが、骨切り面が損傷しな
いよう注意してください。必要に応じて追加の骨切
りを行わなくても、脛骨インサートの厚みを変更す
ることでギャップの調整が可能です。

A
B

トライアルによる試整復を実施するために、脛骨ト
ライアルと大腿骨トラアイルを骨切りが完了した骨
に設置します。

脛骨インサートトライアルの厚さを変更する場合、
レバーAを手前に引きトライアルインサートを交換します。
ボタンBを押してハンドルを取り外し、パテラを整復
します。すべての膝可動域を評価し、コンポーネント
が最適に動いているか確認します。

脛骨トライアルの設置位置は、適切なサイズの脛
骨トレイトライアルに正しい厚みの脛骨インサート
トライアルを組み合わせて行います。脛骨トライア
ルハンドルにこれらを取り付けて、脛骨骨切り面に
乗せます。脛骨トレイは左右非対称の形状を有しま
す。脛骨の骨切り面の被覆が最大となる回旋位置で
固定します。

全可動域を通じて安定性を有し、正しいアライメン
トが得られていれば追加の処置は必要ありません。
この時点で術後初期に安定した結果が得れるかど
うかと内側の展開によって失われたアライメントが
正常に回復するかどうかを想定することができま
す。不安定な場合や完全伸展・完全屈曲が得られな
い場合、脛骨インサートトライアルを適切な厚みに
変更する事で対処します。
膝関節が不安定であったりアライメント不良があっ
た場合、
トライアル整復時に以下の処置を検討してください:
伸展位/屈曲位においても膝関節がルースの場
合、脛骨インサートトライアルを厚くします。
最も薄いインサートトライアルを使用しても伸展
位/屈曲位共にタイトな場合、脛骨の追加骨骨切
りを行います。




伸展位/屈曲位ギャップが著しく異なっている場合:
伸展位がタイトで屈曲位がルースの場合、大腿骨
遠位の追加骨切りを行い、シャンファー骨切りも
行います。
こうすることで、伸展位ギャップを大き
くすることができます。また脛骨インサートトライ
アルを厚くすることで屈曲位での安定性も確保で
きます。
屈曲位がタイトで伸展位がルースの場合、大腿骨
コンポーネントをサイズダウンします。この場合
サイズダウンするために、大腿骨後方と後方シャ
ンファーの追加骨切りが必要になります。サイズ
ダウンに伴って、ポステリアコンディラーオフセッ
トが減少し、大腿骨の後方皮質と脛骨コンポーネ
ントのインピンジメンとが早まり、屈曲角度が減
少する場合があります。



大腿骨インパクター/エクストラクターをスライドハ
ンマーに取り付けて、適切なサイズの大腿骨トライ
アルを打ち込みます。この時、顆間窩の中央を参考
として、内外側のオーバーハングが最小となる位置
に打ち込みます。
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9.1 脛骨ブリッジトレイ
異なったサイズの大腿骨コンポーネントと脛骨コンポーネントの組合わせの場合の一部で、ブリッジトレイを
用いる必要がある場合があります。
ブリッジトレイは脛骨トレイと異なったサイズのインサートを用いる必要が
ある場合に使用します。
2種類のブリッジトレイトライアル

Case A:大腿骨サイズ3と脛骨サイズ4を組合わせる場合
サイズ3の大腿骨コンポーネントはサイズ1～3のイ
ンサートと組み合さなければならなく、サイズ4の脛
骨トレイを用いることが出来ません（サイズ4の脛骨
トレイはサイズ4インサートのみ組み合されます）。
この場合、T4-I3のブリッジトレイ（サイズ4の脛骨ト
レイとAP/MLが同じ）を用い、サイズ3の脛骨インサ
ートを使用します。

Case B:大腿骨サイズ4と脛骨3を組合わせる場合
サイズ4の大腿骨コンポーネントはサイズ4～6のイ
ンサートと組み合さなければならなく、サイズ3の脛
骨トレイを用いることが出来ません（サイズ3の脛骨
トレイはサイズ3インサートのみ組み合されます）。
この場合、T3-I4のブリッジトレイ（サイズ3の脛骨ト
レイとAP/MLが同じ）を用い、サイズ4の脛骨インサ
ートを使用します。

CAUTION

CAUTION

脛骨ブリッジトレイT4-I3を用いる事によって、サ
イズ4の脛骨トレイにサイズ1、1+、2、2+、3、3+の
大腿骨コンポーネントが使用可能になります。

脛骨ブリッジトレイT3-I4を用いる事によって、サ
イズ3の脛骨ベースにサイズ4、4+、5、5+、6、6+、7
の大腿骨コンポーネントが使用可能になります。

脛骨
脛骨のサ
イズ(骨切
り面基準)

GMK Fixed
脛骨トレイ

1
2
3

4

大腿骨
GMK Sphere大腿骨コンポーネント
サイズ 1/ 1+

サイズ 2/2+

サイズ 3/3+

サイズ 4/4+

サイズ 5/5+

サイズ 6/6+

サイズ 7

サイズ 1

インサートサイズ *1

インサートサイズ *1

インサートサイズ *1

サイズ 2

インサートサイズ *2

インサートサイズ *2

インサートサイズ *2

サイズ 3

インサートサイズ *3

インサートサイズ *3

インサートサイズ *3

















サイズ t3-i4**







インサートサイズ *4

Insert* size 4

インサートサイズ *4

インサートサイズ *4

サイズ t4-i3***

インサートサイズ *3

インサートサイズ *3

インサートサイズ *3









サイズ 4







インサートサイズ *4

インサートサイズ *4

インサートサイズ *4

インサートサイズ *4

インサートサイズ *5

インサートサイズ *5

インサートサイズ *5

インサートサイズ *5





インサートサイズ *6

インサートサイズ *6

インサートサイズ *6

インサートサイズ *6

5

サイズ 5




6

サイズ 6



* GMK Sphere Flex脛骨インサート

** 脛骨トレイT3-I4はAP/MLが脛骨トレイサイズ3と同じで、サイズ4の脛骨インサートと組合わせられます。
*** 脛骨トレイT4-I3はAP/MLが脛骨トレイサイズ4と同じで、サイズ3の脛骨インサートと組合わせられます。
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10

大 腿骨と脛骨の仕上げ

10.1 大腿骨の仕上げ
トライアル整復が終了しましたら、大腿骨トライアル
の前方の穴にピンを打ち固定します。大腿骨遠位の
ペグホールにドリルでペグホールを作成します。

大腿骨トライアルを外し、図を参考にフェモラル ボッ
クスガイドのスクリュー（A）を回し、大腿骨インプラン
トのサイズに合わせておきます。サイズ1、3、5は右側
のスケールで選択し、サイズ2、4、6は左側のスケール
で選択します。サイズ7の大腿骨インプラントをイン
プラントする場合は、サイズ6の位置を使用してくだ
さい。サイズ6と7はペグ位置が共通になっています。
サイズ1と1+、サイズ2と2+などでもペグ位置は共通
ですので、+サイズの場合は直前のサイズに設定して
ください。
フェモラル ボックスガイドを大腿骨に乗せて、先に大
腿骨顆部に作成したペグホールに合わせ、ペグ(B)を
2本挿入します。遠位部のピン(C,D)を固定し、必要に
応じて前方にピン固定(E,F)を追加します。
E
F

CAUTION
大腿骨後顆、特に外側コンパートメントから屈曲
時に干渉し得る骨棘およびオーバーハングした骨
を除去します。

B

Option 1: オステオトーム

C

大腿骨の仕上げにはオステオトームとフェモラル ボ
ックスガイドを使用します。

D

図に示す順でパテラグルーブの骨切除を行います。
3

1
3
5

2
4
6-7
A



2

1

大腿骨ペグホール
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Option 2: リーマー
大腿骨の最終仕上げをフェモラル ボックスリーミン
グガイドを使って、
トロクリア フィニッシングリーマ
ーで行います。
大腿骨トライアルを外し、
フェモラル ボックスリーミ
ングガイドを準備します。青い円で囲まれたねじを
回して、決定している大腿骨インプラントのサイズ
に合わせます。サイズ1、3、5は右側スケールに、サイ
ズ2、4、6は左側スケールに表示されています。サイ
ズ6と7はペグ位置が共通になっています。
サイズ1と1+、サイズ2と2+などでもペグ位置は共
通ですので、+サイズの場合は直前のサイズに設定
してください。

OPTION
またフェモラル ボックスリーミングガイドはオステ
オトームと併用することもできます。
「TOP」マーク
が上を向くようにアダプタを取り付けます。図示さ
れた順に従って切除し、
トロクリアグルーブ部のボ
ックスを作成します。
3

2

1



仮固定用ピンホール

一体式のペグを先に作成したペグホールに合わせ
て、
フェモラル ボックスリーミングガイドを遠位骨切
り面に設置し、ピンを必要に応じて2本固定します。
安定性を高めるためガイドの内側と外側で別のピ
ン列を使うことをお勧めします。
リーマーをリーミングガイドの下端(遠位端)に置き、
リーマーをガイド上方(近位)にスライドさせて大腿
骨ボックスをリーミングします。

CAUTION
大腿骨のサイズによっては、
リーミングガイドの前
部が骨からはみ出します。前方シャンファー部のリ
ーミングが完了したら、
リーマーを停止させて、大
腿骨前方の軟部組織を傷つけないようにしてくだ
さい。
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10.2 大腿骨の最終確認
フェモラル ボックスガイド/リーミングガイドを取り外
し、ボックス ベリファイヤーをトロクリアグルーブに
乗せて、実施したボックス切除を確認します。ボックス
ベリファイヤーの内側および外側の羽部分が大腿骨
と一致していれば、大腿骨ボックス切除は正しく行わ
れています。修正が必要な場合ラスプで切断面を整
えます。

OPTION

CAUTION

マニュアルラスプ(ref. 02.02.10.0173)を使って大
腿骨ボックスの切除が適切であったかを確認でき
ます。
フェモラル ボックスガイド/リーミングガイド
を取り外し、ラスプのハンドル部分を切除部に乗
せます。ラスプのハンドルと前方シャンファーの高
さが一致していれば、適切に切除できたことにな
ります。修正が必要な場合、ラスプで切除部分を
整えます。

トライアル整復時、インサートトライアルを交換す
る場合、大腿骨コンポーネントトライアルを外して
ください。内側コンパートメントのデザイン上、大
腿骨コンポーネントが設置された状態でインサー
トの交換は困難な場合があります。

10.3 脛骨の仕上げ
脛骨コンポーネントの回旋位置は膝蓋骨のトラッキ
ングが最適になる位置に合わせることが重要です。
し
かし、脛骨トレイは内旋設置にならないよう注意しな
くてはなりません。一般的に脛骨トレイのAP軸は脛
骨粗面の内側1/3を通るとされています。脛骨粗面そ
のものはやや外側に位置しています。脛骨トレイの最
適な回旋位置は、大腿骨トライアルと脛骨トライアル
を設置して、膝関節の屈伸を通して膝蓋骨トラッキン
グが最適となる位置を確認し決定します。
脛骨トライアル最適な位置を決定するために、ソケ
ット形状の脛骨インサート内側に、
しっかりと球形
の大腿骨内側顆部の中心が設置されるよう、
トライ
アルによる整復を必ず実施してください。

脛骨トレイトライアルをソードピンを2本用いて固定
します。ピンは対角線上に設置することで固定力が増
します（前方に1本打った場合は、
もう１本は後方）。

脛骨トレイの正しい位置が分かりやすくなるよう、
脛骨トレイの前方に2本のラインがマーキングされ
ています。対応するラインが脛骨トレイトライアルに
も記されております。
トレイトライアルが固定された
ら、
この2本のラインの位置を電気メスでマーキング
します。
リーマーガイドを刻印された数字に従って、
トレイト
ライアルに取り付けます。
リーマーガイドを1のラインがが脛骨トレイトライア
ルの中央を向くようにトレイトライアルに乗せます。

1

トレイトライアル中央
その他の方法として、脛骨トレイトライアルの前方に
2本ピンを用いて固定することもできます。脛骨イン
サートトライアルはピン設置後も、挿入可能です。

2のラインのいずれかが正面に来るように回転させ
てください。
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リーマーガイドのロックを解除して取り外します。キ
ールトライアルにハンドルを取り付けて、
トレイトラ
イアルのキールホールを利用してキールトライアル
を打ち込み、脛骨の仕上げを完了させます。キール
トライアルを骨内に残して、ハンドルを取り外した
状態で、
トレイトライアルを乗せることが可能です。

2

トレイトライアル中央

A

10.4 脛骨エクステンションステム
ボタン(A)を倒してリーマーガイドをピンに固定しま
す。
リーマーガイドがピンに固定できたら、キールド
リルで脛骨をリーミングします。
キールドリルがリーマーガイドの上端に当たるまで
脛骨軸に平行にリーミングします。
キール部分の骨を除去する場合にはドリルを時計回
しに、骨を取り除かず圧縮する場合には反時計回り
で使用します。

脛骨トレイへの安定性をさらに高めるために、必要
に応じて脛骨キールにエクステンションステムを追
加することも可能です。

CAUTION
皮質骨の不全骨折を防止するために、術前にX線
テンプレートを用いて慎重に計画を立ててください。
キールトライアルを骨から取り除きます。
脛骨トレイトライアルにリーマーガイドを取り付けて、
その
内側に11mmのガイドブッシュを挿入します。必要に応じて
ガイド越しに9mmIMリーマーで予備リーミングを行います。

11㎜リーマーにTハンドルを取り付けます。

30

髄腔を適切な深さまでリーミングします。

12

3 0 ㎜ ス テム を 使 用 する 場
合、30㎜のマークまでリーミ
ングを行います。

30

6 5 ㎜ ス テム を 使 用 する 場
合、65㎜のマークまでリーミ
ングを行います。

65

1 1 ㎜ のガイドブッシュを外し、リーマ ーガイドに
15.5mmのガイドブッシュを取り付けて、15.5mmリ
ーマーでキール部分の最終仕上げを行います。

11

リーマーガイドを外し、エクステンションステムトラ
イアルをキールトライアルに取り付けます。更にハン
ドルを取り付けトレイトライアルに打ち込みます。

膝蓋骨

膝蓋骨を置換するかどうかにかかわらず、適切なパテ
ラトラッキングを得ることは非常に重要で、膝蓋骨の
変形により置換を実施しなければ正しいトラッキング
が得られない症例もあります。
また、適切なトラッキン
グを得るためには外側膝蓋支帯のリリースを実施し
なくてはならな症例もあります。

CAUTION
少なくとも13mmの膝蓋骨が残るように骨切りし
てください。
カッティングガイドのスロットを通じて骨切りを実施します。

OPTION

リサーフェシングパテラ
膝蓋骨カッティングガイドをパテラクランプに取り付
けます。膝蓋骨周囲の軟部組織をリリースして、骨切
り部分を露出した後、カッティングガイドにパテラス
タイラスを取り付けて、適切な骨切り位置に設置しま
す。
このスタイラスが膝蓋骨の頂部に接するように設
置することで、10mm骨切りの指標となります。
カッティングガイドが膝蓋骨をしっかりと挟み込むま
で、
クランプのハンドルを閉じてロッキングボタンで
ロックします。

専用テンプレートで膝蓋骨のサイズを測定します。
クランプハンドルのロッキングボタンを開放してカ
ッティングガイドを取り外します。クランプハンドル
からカッティングガイドを取り外して、スパイクジョ
ウとドリリングガイドを取り付けて膝蓋骨に設置します。

ロッキングボタン

膝蓋骨コンポーネントは、3本のペグの内、1本を膝
蓋骨の外側に、2本のペグが内側に向くように設置
する必要があります。
骨切り面に正しく設置したドリリングガイドを通じ
て、3個のペグホールを作成します。
適切なサイズのパテラトライアルを膝蓋骨に乗せて整復
し、伸展・屈曲を通じて膝蓋骨のトラッキングを確認します。
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コンポーネントの選択-サイズの選択

下の表1を参考に正しい組み合わせのGMK脛骨トレイ・GMK Sphere脛骨インサート・GMK Sphere大腿骨コンポ
ーネントを選択してください。

脛骨
脛骨のサ
イズ(骨切
り面基準)

GMK Fixed
脛骨トレイ

1
2
3

4

大腿骨
GMK Sphere大腿骨コンポーネント
サイズ 1/ 1+

サイズ 2/2+

サイズ 3/3+

サイズ 4/4+

サイズ 5/5+

サイズ 6/6+

サイズ 7

サイズ 1

インサートサイズ *1

インサートサイズ *1

インサートサイズ *1

サイズ 2

インサートサイズ *2

インサートサイズ *2

インサートサイズ *2

サイズ 3

インサートサイズ *3

インサートサイズ *3

インサートサイズ *3

















サイズ T3-I4**







インサートサイズ *4

インサートsize 4

インサートサイズ *4

インサートサイズ *4

サイズ T4-I3***

インサートサイズ *3

インサートサイズ *3

インサートサイズ *3









サイズ 4







インサートサイズ *4

インサートサイズ *4

インサートサイズ *4

インサートサイズ *4

インサートサイズ *5

インサートサイズ *5

インサートサイズ *5

インサートサイズ *5





インサートサイズ *6

インサートサイズ *6

インサートサイズ *6

インサートサイズ *6

5

サイズ 5




6

サイズ 6



表1
GMK脛骨トレイはエクステンションステムを取り付けて使用することも可能です。
また、GMK リサーフェシングパ
テラは全てのGMK Sphere大腿骨コンポーネントを組み合わせて使用可能です。
* GMK Sphere脛骨インサート

** 脛骨トレイT3-I4はAP/MLが脛骨トレイサイズ3と同じで、サイズ4の脛骨インサートと組合わせられます。
*** 脛骨トレイT4-I3はAP/MLが脛骨トレイサイズ4と同じで、サイズ3の脛骨インサートと組合わせられます。
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インプラント

全ての骨切り、
仕上げが終了したら、
術中に決定した適切
なサイズのコンポーネントを選択します。
各コンポーネン
トは清潔な状態を維持したまま開封し、
骨セメントを使用
して固定します。
通常、
脛骨コンポーネントを先に設置し
た方がスムースです。

13.1 脛骨インプラント
脛骨トレイを脛骨上に徒手的に設置します。
大腿骨の骨
切り面が変形したり、
脛骨の設置不良が起きないよう、
ト
レイの後縁が大腿骨に接触しないよう慎重に設置して
ください。
骨セメントは製造販売元の提供する取扱説明書や添付
文書に記載された方法に従って使用してください。
適切
な粘度になったら、
セメントを脛骨トレイの周辺には塗
布せず、
トレイ背面のセメントポケットのみに塗布してく
ださい。
セメントを骨に直接塗布する場合も、
キールホ
ールに入らないようにしてください。 スライドハンマー
を装着したベースプレート・インパクターを使用し、
イン
プラントの最終打込みを行います。
エクステンションス
テムを使用した場合、
脛骨キールのプラスチック・プラグ
を取り外して事前に取り付けます。
キールにステムを打
込み、
最後に脛骨キールから挿入したスクリューで固定
します。 専用インパクターで脛骨トレイを完全に打ち込
みましたら、
脛骨から余分なセメントを取り除きます。
関
節面にセメントが残っていないことを確認して下さい。

CAUTION
ステムの損傷を防ぐために、インパクションの際は
保護して下さい。ステムのホールに六角スクリュー
ドライバーを挿入し、打込みはスクリュードライバ
ーを打ちつけて行ってください。

13.2 脛骨インサート
インサートの最終的な厚みを確認する為に、
トライア
ルインサートを脛骨トレイに乗せて確認することが
可能です。
インサートの脛骨トレイへの取り付けは以下の手順
で実行してください:
1. 脛骨トレイの上面が完全にきれいな状態になって
おり、脛骨トレイとインサートの間に介在物がな
い状態であることを確認します。
2. インサートの後方フックを脛骨トレイの後方に挿入
します(A)。
3. インサートの前方部分を徒手的に押し込んで、ロッ
クさせます(B)。

A

B

CAUTION
インサートの固定力を増す為に、インサートに同梱
されているスクリュー固定を追加することも可能で
す。
スクリューを挿入する場合、適切にスクリューが
締結されたことを確認する為に、
トルクリミッティン
グドライバー3,5Nmを必ず使用してください。

13.3 大腿骨インプラント
大腿骨インパクターをスライドハンマーに取り付け
ます。インパクター両サイドのツメを開き、大腿骨コ
ンポーネントの両サイドの溝に合わせて取り付けま
す。ハンドルを回して、大腿骨コンポーネントとインパ
クターをしっかりと固定します。
骨セメントは製造販売元の提供する取扱説明書や添
付文書に記載された方法に従って使用してください。
適切な粘度になったら、セメントを大腿骨コンポーネ
ントの背面のセメントポケットに塗布します。骨切り
面はパルス洗浄器を用いてきれいに洗浄してくださ
い。
また、髄内ロッドの挿入口は海綿骨などでを用い
て栓をしてください。正確なアライメントを確保する
ために、ペグホールを基準に大腿骨コンポーネント
設置して、専用のインパクターで打ち込みます。
大腿骨コンポーネントが完全に打ち込めたら、はみ
出したセメントを取り除きます。残存した遊離セメン
ト片はポリエチレンの摩耗を生むことがあります。関
節面、顆間窩や関節内にセメントが残っていないこと
を充分確認してください。

13.4 膝蓋骨インプラント
スパイク付ジョーとパテラクランプ セメントカップを
パテラクランプに取り付けます。パテラクランプ セメ
ントカップは青色の樹脂製になっています。
骨セメントは製造販売元の提供する取扱説明書や添
付文書に記載された方法に従って使用してください。
適切な粘度になったら、セメントを膝蓋骨コンポーネ
ントの背面のセメントポケットに塗布します。パテラ
クランプを膝蓋骨と膝蓋骨コンポーネントがしっかり
と把持される位置まで握り込んでロックします。余剰
なセメントをしっかりと取り除き、残存したセメント片
がないことを確認します。
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インプラント名称

GMK Sphere 大腿骨（セメントタイプ）1)
製品番号(左)

サイズ

製品番号(右)

GMK FIXED脛骨トレイ
（セメントタイプ）2)
製品番号(左)

サイズ

製品番号(右)

02.12.0001L

1

02.12.0001R

02.07.1201L

1

02.07.1201R

02.12.0021L

1+

02.12.0021R

02.07.1202L

2

02.07.1202R

02.12.0002L

2

02.12.0002R

02.07.1203L

3

02.07.1203R

02.12.0022L

2+

02.12.0022R

02.12.T3i4L

t3-i4

02.12.T3i4R

02.12.0003L

3

02.12.0003R

02.12.T4i3L

t4-i3

02.12.T4i3R

02.12.0023L

3+

02.12.0023R

02.07.1204L

4

02.07.1204R

02.12.0004L

4

02.12.0004R

02.07.1205L

5

02.07.1205R

02.07.1206L

6

02.07.1206R

02.12.0024L

4+

02.12.0024R

02.12.0005L

5

02.12.0005R

02.12.0025L

5+

02.12.0025R

02.12.0006L

6

02.12.0006R

02.12.0026L

6+

02.12.0026R

02.12.0007L

7

02.12.0007R

GMK Sphere FLEX脛骨インサート 1)
サイズ 1
製品番号(左)

厚み
（㎜）

サイズ 2
製品番号(右)

製品番号(左)

厚み
（㎜）

製品番号(右)

02.12.0110FL

10

02.12.0110FR

02.12.0210FL

10

02.12.0210FR

02.12.0111FL

11

02.12.0111FR

02.12.0211FL

11

02.12.0211FR

02.12.0112FL

12

02.12.0112FR

02.12.0212FL

12

02.12.0212FR

02.12.0113FL

13

02.12.0113FR

02.12.0213FL

13

02.12.0213FR

02.12.0114FL

14

02.12.0114FR

02.12.0214FL

14

02.12.0214FR

02.12.0117FL

17

02.12.0117FR

02.12.0217FL

17

02.12.0217FR

02.12.0120FL

20

02.12.0120FR

02.12.0220FL

20

02.12.0220FR

サイズ 3
製品番号(左)

厚み
（㎜）

サイズ 4
製品番号(右)

製品番号(左)

厚み
（㎜）

製品番号(右)

02.12.0310FL

10

02.12.0310FR

02.12.0410FL

10

02.12.0410FR

02.12.0311FL

11

02.12.0311FR

02.12.0411FL

11

02.12.0411FR

02.12.0312FL

12

02.12.0312FR

02.12.0412FL

12

02.12.0412FR

02.12.0313FL

13

02.12.0313FR

02.12.0413FL

13

02.12.0413FR

02.12.0314FL

14

02.12.0314FR

02.12.0414FL

14

02.12.0414FR

02.12.0317FL

17

02.12.0317FR

02.12.0417FL

17

02.12.0417FR

02.12.0320FL

20

02.12.0320FR

02.12.0420FL

20

02.12.0420FR

サイズ 5
製品番号(左)

34

厚み
（㎜）

サイズ 6
製品番号(右)

製品番号(左)

厚み
（㎜）

製品番号(右)

02.12.0510FL

10

02.12.0510FR

02.12.0610FL

10

02.12.0610FR

02.12.0511FL

11

02.12.0511FR

02.12.0611FL

11

02.12.0611FR

02.12.0512FL

12

02.12.0512FR

02.12.0612FL

12

02.12.0612FR

02.12.0513FL

13

02.12.0513FR

02.12.0613FL

13

02.12.0613FR

02.12.0514FL

14

02.12.0514FR

02.12.0614FL

14

02.12.0614FR

02.12.0517FL

17

02.12.0517FR

02.12.0617FL

17

02.12.0617FR

02.12.0520FL

20

02.12.0520FR

02.12.0620FL

20

02.12.0620FR

リサーフェシングパテラ 2)

エクステンションステム 2)

サイズ

製品番号

製品番号

Ø (mm)

L (mm)

1

02.07.0033RP

02.07.F11030

11

30

2

02.07.0034RP

02.07.F11066

11

65

3

02.07.0035RP

4

02.07.0036RP

1.

承認番号:22600BZX00321000
販売名:GMK Sphere 人工膝関節システム

2.

承認番号:22500BZX00227000
販売名:GMK セメンテッド人工膝関節システム
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製品番号等は予告なく変更することがございます。

滅 菌 に 関 する注 意 事 項
すべての手術器械は使用前に適切に洗浄し、各国やEUの法規制に従った上で、高圧蒸気滅菌器製造元の取扱
説明書に従って滅菌をかけてください。
詳細な手順はwww.medacta.com上の“Recommendations for cleaning decontamination and sterilization
of Medacta International reusable orthopedic devices” をご参照ください。
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組み合わせ表

GMK 膝蓋骨コンポーネント

GMK Sphere大腿骨コンポーネント

GMK Sphere脛骨インサート

GMK 脛骨トレイ

脛骨

38

サイズ 1

サイズ 2

サイズ 3

サイズ 4

サイズ 5

サイズ 6

サイズ 1+

サイズ 2+

サイズ 3+

サイズ 4+

サイズ 5+

サイズ 6+

サイズ 1

サイズ 2

サイズ 1

サイズ 2

サイズ 1

サイズ 2

サイズ 3

サイズ 3

サイズ 4

サイズ

サイズ

T3-I4*

T4-3I**

サイズ 3

サイズ 4

サイズ 4

サイズ 7

サイズ 5

サイズ 6

サイズ 5

サイズ 6

サイズ 5

サイズ 6

*脛骨トレイT3-I4=AP/MLが脛骨トレイサイズ3と同じで、サイズ4の脛骨インサートと組合わせられます。
**脛骨トレイT4-I3=AP/MLが脛骨トレイサイズ4と同じで、サイズ3の脛骨インサートと組合わせられます。
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