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1.	 INTRODUCTION

本 書 の 内 容 は、患 者 適 合 型 単 回 使 用 関 節 手 術 用 器 械 
MyHip手術ガイドを用いた、Medacta社製股関節システム
の手術手技となっております。

MyHipテクノロジーにより、患者適合型の大腿骨と寛骨臼ポ
ステリアガイドを製造するための、患者のCT画像をを用い
た3次元手術計画が可能となります。 これらのガイドにより、
人工股関節置換術の施行時に、術前計画を再現することが
可能となります。

3次元プリンターで製造される大腿骨ガイドは大腿骨頸部
骨切りの位置を明確に示します。頸部骨切りをガイドに沿っ
て行うことで術前計画の再現が可能となります。

寛骨臼ポステリアガイドを使用することで、寛骨臼リーミン
グやカップ打ち込みの際の視覚的指標となるリファレンス
スリーブを挿入することができます。リファレンススリーブを
指標とすることで術前計画通りの寛骨臼カップの設置が可
能となります。

本手術手技書は、MyHipの各ガイドに関して記載されてい
ます。本書に記載されている以外の手術手技に関しては、そ
れぞれのシステムの手術手技書を参照。 

ご使用前に本手術手技書を必ずご一読ください。製品の互
換性などに関するご質問がございましたら、メダクタジャパ
ン営業担当者までお問い合わせください。

1.1	 	適応

MyHip手術ガイドは、個々の患者の解剖学的形状を反映し
て設計され、人工股関節置換術に使用されることを意図し
て製造された、患者適合型単回使用関節手術用器械です。

いずれも、大腿骨頸部の骨切り、寛骨臼側の準備を実施す
る前に指標として機能し、術中コンポーネントの正確な設置
を補助します。

MyHip大腿骨・寛骨臼ポステリアガイドは、Medacta社製股
関節システムと組み合わせて使用することのみを意図して
設計、検証が行われています。また、MyHipの各ガイドは単
回使用です。再使用はできません。

1.2	 禁忌

MyHipを使用する場合でも、通常の人工股関節置換術と禁
忌は変わりません。加えて、術前に患者がMyHipガイドの材
料(ポリアミドPA12)に対するアレルギーが無い事を必ず確
認してください。

1.3	 術前計画

術前計画はMedactaのウェブサイト(https ://myhip.
medacta.com)を通じて、執刀医とMedacta Internationalの
間で行われます。 ウェブサイトへのアクセス権に関してはメ
ダクタジャヤパン営業担当者までお問い合わせください。

術前計画の目的は、患者ごとに適切なガイドを作製するた
めに、大腿骨ステムと寛骨臼カップの設置位置の各パラメ
ータを確定させることです。このパラメーターに基づいて患
者ごとの大腿骨および寛骨臼ポステリアガイドが作製され
ます。

設定して頂くパラメーターは以下の通りです

• 使用するインプラント(ステム、カップ、ヘッド、ライナー)

• インプラントサイズ

• カップの外方開角

• カップの前方開角

• リーミングの深さ

• 骨盤後傾角

• 大腿骨頸部骨切りの高さ

• 頸部骨切り角度

• ステムの前稔角

• 脚長

• ラテラルオフセット

CT画像に基づいて、患者の股関節の解剖学的形状を再現し
た3次元骨モデルが作成されます。 3次元骨モデルに基づい
て、大腿骨および寛骨臼の各ガイドが作製されます。

NOTE:	MyHipウェブサイト(https://myhip.medacta.com)で
CT撮像のプロトコルが確認できます。誤ったプロトコルで撮
像されたデータではガイドが作製できない場合も発生しま
す。

NOTE: MyHipの作製をすすめるためには、Radiological 
Centerの登録が必要となります。Radiological Centerの登録
に関しては、メダクタジャパン営業担当者までお問い合わせ
ください。
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CAUTION  
手術アプローチに応じて異なるMyHip大腿骨ガイドが提供
されます。 執刀医にはMyKnee ウェブサイト上に登録され
た、初期設定に基づいて計画された各パラメーターを含む
術前計画がMyHip Surgical Planning Report(ref.M08.84)の
形式で提案されます(次ページ参照)。 この提案された計画
を承認するか、パラメーターを変更するかは執刀医の判断
となります。 計画の確定・変更はMyHip ウェブサイト上で行
えます(次ページの画像を参照)。 執刀医が計画を確定する
とMyHip ガイドの作製が開始され、発送されます。

CAUTION  
MyHip ガイド、未滅菌で提供されます。ガイドは術前に必ず
洗浄・滅菌をしてください 詳細は本書巻末の「滅菌に関する
注意事項」をご参照ください。

CAUTION  
手術を開始する前に、必ずMyHipガイドの使用に必要な手
術器械が準備されていることをご確認ください。 これらの手
術器械は手術全体を通じて使用されていきます。

CAUTION  
MyHip 手術ガイドは、専用のピンとドリルで骨に固定され
ます。 使用前にピンやドリルの曲がりや損傷の確認を実施
してください。 万が一、曲がりや損傷を発見した場合、使用
せずに新品と交換してください。 ピンを抜去する際は、まっす
ぐに引き抜いてください。ピンとピン抜去器の軸を合わせる
ことで、まっすぐに引き抜くことができます。 本書に記載され
ていない方法で器械を叩いたりハンマーなどを使用しない
でください。 手術手技の詳細に関しましては、メダクタジャ
パン営業担当者までお問い合わせください。

CAUTION  
ご使用前にMyHip 手術ガイドに傷や損傷が無い事を必ず
ご確認ください。

CAUTION  
ガイドは患者のCTデータに基づき作製されています。ガイ
ドの設置に当たっては、必ず接触領域の軟骨や軟部組織を
骨から除去してください。 表示されるパラメータは全て骨実
質部からの計測値となり、軟骨の厚さは考慮されていませ
ん。 次ページはPlaning Reportの見本となります。
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2.	 アプローチ

MyHip 大腿骨ガイドは前方アプローチ用と後方アプローチ
用があります

執刀医の判断で、これら以外のアプローチで使用することも
可能となりますが、これらのガイドは他のアプローチに対し
て最適化された設計となっておりません。

アプローチに加えて、患者の大腿骨頸部の状態に応じて、以
下のガイドから最適なものを選択することが可能です:

MyHip 大腿骨ガイド

• MyHip 大腿骨アンテリアガイド -左右別:　大腿骨の前面
に設置可能です。

• MyHip 大腿骨ポステリアガイド -左右別:　大腿骨の後面
に設置可能です。

MyHip 寛骨臼ポステリアガイド

• MyHip 寛骨臼ポステリアガイド -左右別:　後方アプロー
チに最適化された設計となっています。

CAUTION  
解剖学的な形状に作成されたMyHip 手術ガイドの接触領
域を維持するために、骨棘を切除しないでください。
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3.	 大腿骨頸部の骨切り

3.1	 MYHIP	大腿骨アンテリアガイド

MyHip 大腿骨アンテリアガイドは大腿骨頸部前面に設置さ
れることを意図して設計されています。 執刀医のリクエスト
に応じて、MyHip 大腿骨アンテリアガイドとともに、3次元の
MyHip 大腿骨骨モデルが提供されます。

MyHip 大腿骨アンテリアガイドおよび、大腿骨骨モデルは
未滅菌で提供されます これらを術前に必ず洗浄・滅菌をし
てください(本書巻末の「滅菌に関する注意事項」を参照)。

MyHip 大腿骨アンテリアガイドには以下の情報が記載され
ています：

• ガイドの製品番号(1)

• MyHipの症例コード(2)

1

2

1.

MyHip 大腿骨骨モデルには以下の情報が記載されていま
す：

• 骨モデルの製品番号

• MyHipの症例コード

• 患者情報

2.

手術を開始する前に、MyHip 大腿骨アンテリアガイドに記
載されている症例コードが、Surgical Planning Reportに記
載されている番号と同じであることを確認してください。

大腿骨骨モデルが提供されている場合、そこに記載されて
いる症例コードがSurgical Planning ReportとMyHip ガイド
に記載されている番号と同じであることを確認してくださ
い。 また、大腿骨骨モデルに記載されている患者情報が正
確であることも併せて確認してください。

以下に症例コードの例を示します:

N_SUR_XTH_SN_DDMMYYYY

• N =  患者の名前のイニシャル

• SUR =患者の苗字の最初の3文字

• XTH = 手術側：左（LTH）または右（RTH）

• SN = 執刀医の名前・苗字のイニシャル

• DDMMYYYY =患者の生年月日（DD=日付、MM=
月、YYYY=年）

CAUTION  
MyHip 大腿骨アンテリアガイドに記載されている症例コー
ドとMyHip Surgical Planning Reportに記載されている症例
コードが一致しない場合、絶対に手術に使用しないで下さ
い。この場合、メダクタジャパン営業担当者までご連絡くだ
さい。 また提供された大腿骨骨モデルに記載された症例コ
ード等が明確でない場合、大腿骨ガイドやMyHip Surgical 
Planning Reportに記載されている症例コードと一致しない
場合、絶対に手術に使用しないで下さい。この場合、メダクタ
ジャパン営業担当者までご連絡ください。

CAUTION  
MyHip 大腿骨アンテリアガイドを術前の計画を実施してい
ない患者に使用することはできません。 MyHip 大腿骨アン
テリアガイドを他の患者に使用した場合、予期せぬ合併症
を招く恐れがあります。

CAUTION  
MyHip 大腿骨アンテリアガイド設置前に骨棘を除去しない
でください。

3次元大腿骨骨モデルが提供されている場合、MyHip ガイ
ドの正確な位置決めの手助けとなります。 大腿骨骨モデル
には、計画された頸部骨切りの高さに加えて、ガイドと骨の
接触領域が示されています。
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大腿骨頸部骨切りの高さ

接触領域

3.

4.

CAUTION  
ガイドの安定性を保つために、MyHip 大腿骨ガイドを設置
する前に、電気メスを用いて大腿骨と大腿骨ガイドの接触
領域の軟部組織をきれいに取り除いてください。

MyHip 大腿骨アンテリアガイドを大腿骨頸部に配置します 
ガイドはそれぞれの患者の骨の形態に合わせて作製されて
おり、適切に設置できる場所は１ヶ所しか存在しません。 正
確な設置位置は、ガイドがもっとも安定する場所になりま
す。

MyHip 大腿骨アンテリアガイドは用手的に設置することも、
鉗子などを使用して設置することも可能です。鉗子などで把
持できるよう、ガイドにはブロックが配置されています(下図
参照)。

5.

CAUTION  
不正確な設置では術前計画通りの骨切りが行えません。

大腿骨ガイドが正しく大腿骨に設置できれば、術前に計画
した通りのパラメーターを反映した頸部の骨切りが実施で
きます(MyHip Surgical Planning Reportに関しては第3章を
参照)。

大腿骨ガイドが正確な位置に設置できたら、3.2㎜コーティ
カルピン (ref. 02.07.10.2294)を2本用いて大腿骨に固定して
ください。コーティカルピンの挿入には、ハドソンピンアダ
プター(ref. 02.07.10.4742)を使用します。

パワーツールを用いてピンをストッパーまで挿入します。

6.

ピン固定が完了すると、頸部骨切りの準備は完了です。 ブレ
ードがガイドの遠位面と平行になるように骨切りを行いま
す。

NOTE:	大転子への切込みを防止するため、MyHip 大腿骨ア
ンテリアガイドにはブレードストッパーとしてのブロックが
組み込まれています。

7.

TRICK  
頸部骨切りはカルカ―とその付近の頸部内側のみを行いま
す 可能な範囲の骨切りが終了したら、ピンと大腿骨ガイド
を取り外します。大腿骨アンテリアガイドに沿って行った部
分的な骨切りを参照して、使用コンポーネントの手術手技書
を参照して、頸部骨切りを仕上げます。 この方法は、大腿骨
頸部骨切りの仕上げを容易にし、大腿骨ガイドや固定ピン
により周辺の軟部組織が損傷するリスクを防止します。

大腿骨頸部骨切りが完了したら、関節内を充分に洗浄してく
ださい。

NOTE:	MyHip 大腿骨アンテリアガイドが適切に設置できな
い場合、使用するコンポーネントの手術手技書に従って、従
来の方法で骨切りを行ってください。
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3.2	 MYHIP	大腿骨ポステリアガイド
  
MyHip 大腿骨ポステリアガイドは大腿骨頸部後面に設置さ
れることを意図して設計されています。 執刀医のリクエスト
に応じて、MyHip 大腿骨ポステリアガイドとともに、3次元の
MyHip 大腿骨骨モデルが提供されます。
MyHip 大腿骨ポステリアガイドおよび、大腿骨骨モデルは
未滅菌で提供されます。 これらを術前に必ず洗浄・滅菌をし
てください(本書巻末の「滅菌に関する注意事項」を参照)。

MyHip 大腿骨ポステリアガイドには以下の情報が記載され
ています：

• ガイドの製品番号(1)

• MyHipの症例コード(2)
 

1

2

8.

MyHip 大腿骨骨モデルには以下の情報が記載されています：

• 骨モデルの製品番号

• MyHipの症例コード

• 患者情報

9.

手術を開始する前に、MyHip 大腿骨ポステリアガイドに記
載されている症例コードが、Surgical Planning Reportに記
載されている番号と同じであることを確認してください。

大腿骨骨モデルが提供されている場合、そこに記載されて
いる症例コードがSurgical Planning ReportとMyHip 大腿骨
ポステリアガイドに記載されている番号と同じであることを
確認してください。 また、大腿骨骨モデルに記載されている
患者情報が正確であることも併せて確認してください。

以下に症例コードの例を示します:
N_SUR_XTH_SN_DDMMYYYY

• N = 患者の名前のイニシャル

• SUR = 患者の苗字の最初の3文字

• XTH = 手術側：左（LTH）または右（RTH）

• SN = 執刀医の名前・苗字のイニシャル

• DDMMYYYY = 患者の生年月日（DD=日付、MM=
月、YYYY=年）

CAUTION  
MyHip 大腿骨ポステリアガイドに記載されている症例コー
ドとMyHip Surgical Planning Reportに記載されている症例
コードが一致しない場合、絶対に手術に使用しないで下さ
い。この場合、メダクタジャパン営業担当者までご連絡くだ
さい。 提供された大腿骨骨モデルに記載された症例コード
等が明確でない場合、大腿骨ポステリアガイドやMyHip 
Surgical Planning Reportに記載されている症例コードと一
致しない場合、絶対に手術に使用しないで下さい。この場
合、メダクタジャパン営業担当者までご連絡ください。

CAUTION  
MyHip 大腿骨ポステリアガイドを術前の計画を実施してい
ない患者に使用することはできません。 MyHip 大腿骨ポス
テリアガイドを他の患者に使用した場合、予期せぬ合併症
を招く恐れがあります。

CAUTION  
MyHip 大腿骨ポステリアガイド設置前に骨棘を除去しない
でください。

3次元大腿骨骨モデルが提供されている場合、MyHip 大腿
骨ポステリアガイドの正確な位置決めの手助けとなります。 
大腿骨骨モデルには、計画された頸部骨切りの高さに加え
て、ガイドと骨の接触領域が示されています。

大腿骨頸部骨切りの高さ

接触領域

10.



11

11.

CAUTION  
ガイドの安定性を保つために、MyHip 大腿骨ポステリアガ
イドを設置する前に、電気メスを用いて大腿骨と大腿骨ガイ
ドの接触領域の軟部組織をきれいに取り除いてください。

MyHip 大腿骨ポステリアガイドを大腿骨頸部に配置しま
す。 ガイドはそれぞれの患者の骨の形態に合わせて作製さ
れており、適切に設置できる場所は１ヶ所しか存在しませ
ん。 正確な設置位置は、ガイドがもっとも安定する場所にな
ります。

MyHip 大腿骨ポステリアガイドは用手的に設置することも、
鉗子などを使用して設置することも可能です。鉗子などで把
持できるよう、ガイドにはブロックが配置されています(下図
参照)。  
 

12.

CAUTION  
不正確な設置では術前計画通りの骨切りが行えません。

大腿骨ポステリアガイドが正しく大腿骨に設置できれば、術
前に計画した通りのパラメーターを反映した頸部の骨切り
が実施できます(MyHip Surgical Planning Reportに関して
は第3章を参照)

大腿骨ポステリアガイドが正確な位置に設置できたら、3.2
㎜コーティカルピン (ref. 02.07.10.2294)を2本用いて大腿骨
に固定してください。コーティカルピンの挿入には、ハドソ
ンピンアダプター(ref. 02.07.10.4742)を使用します。

パワーツールを用いてピンをストッパーまで挿入します。

13.

ピン固定が完了すると、頸部骨切りの準備は完了です。 ブレ
ードがガイドの遠位面と平行になるように骨切りを行いま
す。

TRICK   
頸部骨切りはカルカ―とその付近の頸部内側のみを行いま
す 可能な範囲の骨切りが終了したら、ピンと大腿骨ガイド
を取り外します。大腿骨ポステリアガイドに沿って行った部
分的な骨切りを参照して、使用コンポーネントの手術手技書
を参照して、頸部骨切りを仕上げます この方法は、大腿骨頸
部骨切りの仕上げを容易にし、大腿骨ポステリアガイドや固
定ピンにより周辺の軟部組織が損傷するリスクを防止しま
す。

大腿骨頸部骨切りが完了したら、関節内を充分に洗浄してく
ださい。

NOTE:  MyHip 大腿骨ガイドが適切に設置できない場合、使
用するコンポーネントの手術手技書に従って、従来の方法
で骨切りを行ってください。
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4.	 寛骨臼側の準備

4.1	 	MYHIP	寛骨臼ポステリアガイドの設置

MyHip 寛骨臼ポステリアガイドは後方アプローチで最適に
使用できるよう設計されています。 執刀医のリクエストに応
じて、MyHip 寛骨臼ポステリアガイドとともに、3次元の寛骨
臼骨モデルが提供されます。

MyHip 寛骨臼ポステリアガイドおよび、寛骨臼骨モデルは
未滅菌で提供されます。 これらを術前に必ず洗浄・滅菌をし
てください(本書巻末の「滅菌に関する注意事項」を参照)。

MyHip 寛骨臼ポステリアガイドは以下の部品で構成されます:

寛骨臼ガイド
ドリルガイド

リファレンススリーブ

14.

MyHip 寛骨臼ポステリアガイドには下図の位置に情報が記
載されています：

寛骨臼ガイド
ドリルガイド

リファレンススリーブ

*製品番号・MyHip	症例コード

*

*

*

15.

MyHip 寛骨臼ポステリアガイドにはそれぞれ以下の情報が
記載されています:

• ガイドの製品番号

• MyHipの症例コード

• 患者情報

16.

手術を開始する前に、MyHip 寛骨臼ポステリアガイドに記
載されている症例コードが、Surgical Planning Reportに記
載されている番号と同じであることを確認してください。

寛骨臼骨モデルが提供されている場合、そこに記載されて
いる症例コードがSurgical Planning ReportとMyHip 寛骨臼
ポステリアガイドの各部品にに記載されている番号と同じ
であることを確認してください。 また、寛骨臼骨モデルに記
載されている患者情報が正確であることも併せて確認して
ください。

以下に症例コードの例を示します:

N_SUR_XTH_SN_DDMMYYYY

• N = 患者の名前のイニシャル

• SUR =  患者の苗字の最初の3文字

• XTH = 手術側：左（LTH）または右（RTH）

• SN =  執刀医の名前・苗字のイニシャル

• DDMMYYYY = 患者の生年月日（DD=日付、MM=
月、YYYY=年）

CAUTION  
MyHip 寛骨臼ポステリアガイドの各部品に記載されている
症例コードとMyHip Surgical Planning Reportに記載されて
いる症例コードが一致しない場合、絶対に手術に使用しな
いで下さい。この場合、メダクタジャパン営業担当者までご
連絡ください。 提供された寛骨臼骨モデルに記載された症
例コード等が明確でない場合、寛骨臼ポステリアガイドや
MyHip Surgical Planning Reportに記載されている症例コー
ドと一致しない場合、絶対に手術に使用しないで下さい。こ
の場合、メダクタジャパン営業担当者までご連絡ください。

CAUTION  
MyHip 寛骨臼ポステリアガイドを術前の計画を実施してい
ない患者に使用することはできません。 MyHip 寛骨臼ポス
テリアガイドを他の患者に使用した場合、予期せぬ合併症
を招く恐れがあります。

CAUTION  
MyHip 寛骨臼ポステリアガイド設置前に骨棘を除去しない
でください。
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3次元の寛骨臼骨モデルが提供されている場合、MyHip 寛
骨臼ポステリアガイドの正確な位置決めの手助けとなりま
す。 寛骨臼骨モデルには寛骨臼ポステリアガイドとの接触
領域が示されています。

接触領域

17.

18.

CAUTION  
ガイドの安定性を保つために、MyHip 寛骨臼ポステリアガ
イドを設置する前に、電気メスを用いて寛骨臼と寛骨臼ポ
ステリアガイドの接触領域の軟部組織をきれいに取り除い
てください。

寛骨臼ポステリアガイドを寛骨臼内に設置します。 ガイドは
それぞれの患者の骨の形態に合わせて作製されており、適
切に設置できる場所は１ヶ所しか存在しません。 正確な設
置位置は、ガイドがもっとも安定する場所になります。

CAUTION  
不正確な設置では術前計画通りのリーミングやカップの打
ち込みが行えません。

寛骨臼ポステリアガイドが正しく寛骨臼に設置できれば
(MyHip 寛骨臼ポステリアガイドを完全に組み立て後に)、術
前に計画した通りのパラメーターを反映したリーミングやカ
ップの打ち込みの指標として機能します(MyHip Surgical 
Planning Reportに関しては第1章を参照)。

寛骨臼内にガイドが正確に設置できたら、その他の部品の
組み立てを行います。

1. ドリルガイドを寛骨臼ポステリアガイドの外筒内に挿入
します。

19.

2. ドリルガイド越しにφ3㎜のドリルを2本挿入します(ドリ
ルの使用方法の詳細は第11章を参照)。ドリル挿入の際に生
じる摩擦熱を、生理食塩水を用いて冷却しながら実施してく
ださい。

20.

3. ドリルガイドと寛骨臼ポステリアガイドを取り外します。
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21.

22.

4. リファレンススリーブを挿入します。

23.

リファレンススリーブが正確に設置できると、術前計画時に
設定した通りにリーミングとカップの打ち込みを行うための
指標として機能します(MyHip Surgical Planning Reportに関
しては第3章を参照)。 術前計画で得られたアライメントを
再現するためには、リファレンススリーブを指標として使用
しながら手術を行う必要があります。 

NOTE: MyHip 寛骨臼ポステリアガイドが適切に設置できな
い場合、使用するコンポーネントの手術手技書に従って、従
来の方法で骨切りを行ってください。
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4.2	 リーミング

使用するコンポーネント手術手技書をご参照頂き、寛骨臼
に設置されたMyHip 寛骨臼ポステリアガイドのリファレン
ススリーブによって示されたアライメントを指標として手術
を実施します。

次の図は術前に立てられたアライメントを再現するために、
リーマーハンドルをリファレンススリーブとの平行を維持し
てリーミングを行う様子を示しています。

24.

25.

26.

4.3	 トライアル

使用するコンポーネント手術手技書をご参照頂き、寛骨臼
に設置されたMyHip 寛骨臼ポステリアガイドのリファレン
ススリーブによって示されたアライメントを指標として手術
を実施します。
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5.	 大腿骨側の準備

使用するコンポーネントの手術手技書をご参照ください。

6.	 トライアル

使用するコンポーネントの手術手技書をご参照ください。

7.	 インプラントの設置

使用するコンポーネント手術手技書をご参照頂き、寛骨臼
に設置されたMyHip 寛骨臼ポステリアガイドのリファレン
ススリーブによって示されたアライメントを指標として手術
を実施します。

次の図は術前に立てられたアライメントを再現するために、
インパクターハンドルをリファレンススリーブとの平行を維
持してカップの打ち込みを行う様子を示しています。

27.

28.

29.

OPTION   
執刀医のリクエストに応じて、MyHip	大腿骨/寛骨臼ポステ
リアガイドを使用する場合、寛骨臼カップの最終的な術前
計画時に設定された設置位置を示す3次元モデル(寛骨臼
カップ設置骨モデル)を提供することも可能です。この3次元
モデルにより、最終的な寛骨臼カップがどのように寛骨臼内
に設置されるかを視覚的に確認することが可能となります。

30.
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8.	 MYHIPバリエーション

インプラント

製品番号 製品名 図

5.2160 MyHip 大腿骨アンテリアガイド-右

5.2150 MyHip 大腿骨アンテリアガイド–左

5.2260 MyHip後方フェモラルガイド-右

5.2250 MyHip後方フェモラルガイド–左

5.9050 MyHip 大腿骨骨モデル-右

5.9060 MyHip 大腿骨骨モデル-左

5.2280 MyHip 寛骨臼ポステリアガイド-右

5.2270 MyHip 寛骨臼ポステリアガイド-左

5.9030 MyHip 寛骨臼骨モデル-右

5.9040 MyHip 寛骨臼骨モデル-左

5.9031 MyHip 寛骨臼カップ設置骨モデル-右

5.9041 MyHip 寛骨臼カップ設置骨モデル-左
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9.	 その他のMYHIP用手術器械

MyHipを用いて人工股関節置換術を行う場合、以下の手術器械が必要となります。

MYHIP	寛骨臼ポステリアガイド用
製品番号 製品名 図 数量

02.07.10.2294 ピン（φ3.2 mm、L=40 mm,Meche Head 
Triangle  2

02.07.10.4742 ピンアダプター(ハドソンアダプター)  1

MYHIP	寛骨臼ポステリアガイド用
製品番号 製品名 図 数量

T14171 ドリル(Ø3mm L 220 mm)  2

T12001 ドリル(Ø3mm L 300 mm)  2
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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
滅菌に関する注意事項本製品は未滅菌で提供されます。本製品および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” 
を参照。
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