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ロッキングアンクルプレートシステムは、足関節周辺骨折に
おいて、簡便かつ強固な固定を提供するよう開発されたロー
プロファイルロッキングプレートです。

様々なサイズオプションとロープロファイルデザインにより、
足関節周辺の単純骨折に適した解決策を提供します。 適応症例

ロッキングアンクルプレート
                        ロープロファイル腓骨遠位端用：

腓骨遠位端（遠位骨幹端）単純骨折、
骨切り術および偽関節症例

ロッキングアンクルプレート　腓骨遠位端外果用：
腓骨遠位端骨折、骨切り術および偽関節症例

ロッキングアンクルプレート　脛骨遠位端前方用：
脛骨遠位端単純骨折、骨切り術および偽関節症例

ロッキングアンクルプレート　脛骨遠位端内側用：
脛骨内果骨折、脛骨遠位端単純骨折、
骨切り術および偽関節症例

Acumed’s Locking Ankle Plates：
ロッキングアンクルプレートは、真円ホールにおいて、ロッキン
グコーティカルスクリューまたは（ノンロッキング）コーティカ
ルスクリューの選択が可能です。

Low-profile：
ロープロファイルデザインにより、低侵襲なプレート設置を
可能にすることで、軟部組織への刺激を可能な限り低減し
ます。

Approach-specific plates：
腓骨遠位端外側、脛骨遠位端内側および前方設置用プレート
により、症例に応じたプレート選択を可能にします。

Finish：
陽極酸化処理を施すことにより、プレート表面を均一かつ
滑らかに仕上げています。

ロープロ
ファイル形状

アナトミカルデザイン

ロッキング機構

複数の遠位スクリューオプション

Acumed® is a global leader 
of innovative orthopaedic and 
medical solutions. 

We are dedicated to developing 
products, service methods, 
and approaches that improve 
patient care.

サイズ：
　•腓骨遠位端ロープロファイルプレート ：5、7、9ホール
　•腓骨遠位端外果プレート ：9、11ホール
　•脛骨遠位端前方プレート ：5、7ホール
　•脛骨遠位端内側プレート ：7、9ホール

禁　忌：
　•著しい軟部組織損傷または感染の疑いがある症例
　•広範囲にわたる粉砕骨折症例
　•著しい骨粗鬆症患者
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Low-profile Locking (LPL) Lateral Fibula Plates Surgical Technique by Nicholas Abidi, M.D.

皮切と展開
外果骨折では、腓骨遠位端の外側面上にて、浅腓骨神経と
腓腹神経の間を曲線状に皮膚切開を行います。腓骨筋腱を
剥離して保護した後、関節包の外側を切開することで、荷重面
である脛骨遠位天蓋部を確認します。これにより関節面における
骨片の有無や骨片の大きさを把握しやすくなります。靭帯損傷
の有無についても確認します。

注意：
同時に脛骨内果または脛骨前方の固定を必要とする場合は、
創傷壊死を防ぐためにそれぞれの皮膚切開を少なくとも7cm以
上離すように注意してください。また、一期的固定として創外固
定器を使用している場合は、術前に取り外しておいてください。

1 プレート固定
最初に（ノンロッキング）コーティカルスクリューをプレート近位部に
挿入することで、プレートを骨表面に圧着させます。次に遠位骨
片にロッキングコーティカルスクリューを挿入します。

（ノンロッキング）コーティカルスクリューを使用する際は、2.8mm
径ドリルティップ（80-0387）とドリルガイド（PL-2018）を用いて対側
の骨皮質を貫くようにドリリングします。デプスゲージ（80-0623）を
用いて計測し、適切な長さのスクリューを選択します。

ロッキングコーティカルスクリューを使用する際は、ロッキングドリル
ガイド（80-0384）をスクリューホールに設置します。2.8mm径ドリル
ティップ（80-0387）を用いてドリリングし、ドリルシャフト部のレーザ
ーマークとドリルガイドの目盛り、またはドリルガイドを取り外した後
にデプスゲージを用いて計測します。2.5mm六角ドライバーティッ
プ（HPC-0025）、ドライバーハンドル（MS-3200）を用いてスクリュ
ーを挿入します。

注意：
スクリューは慎重に挿入してください。挿入中に過度な抵抗を
感じた場合は、スクリューを一旦抜去して生理食塩水で洗浄して
から、再挿入してください。また、骨が硬い場合は再度ドリリングを
行うことも推奨します。

4

最終的なスクリューの設置
骨折部の安定した固定性を得るため、同様の方法で残りのスク
リューを挿入します。

Note：
プレート固定後に徒手的に牽引をかけることで靭帯損傷が無い
ことを確認するとともに、X線透視下にて固定部位の評価を行っ
てください。腓骨は、脛腓靭帯と共に脛骨の骨長維持に重要な
役割をはたします。そのため、脛骨の固定を行う前に解剖学的な
腓骨長の再建と回旋変形を整復することが重要になります。
脛骨骨折を合併している症例では、脛骨前方または内側の固定
が必要な場合があります。

5

閉　創
切開部を縫合します。
隣接している神経や血管、筋腱などに注意しながら閉創を行い
ます。切開部を縫合する際は、足関節を90度に保つようにし
ます。

6
術後管理
通常、術後2週間は弾性包帯で固定しますが、患者の骨質や
固定性に応じて、ギプス固定や固定期間の長さを検討します。
X線画像を確認し、固定の安定性や創部の状態に応じて荷重を
許可します。通常は6週間の免荷期間後、次の6週間で少しずつ
荷重を掛けるようにしていきます。

Note：
骨幹部骨折の場合は、遠位端骨折に比べ骨癒合期間が長く
なるため、荷重開始時期など注意してください。

7

整　復
プレートを設置する前に、骨折部の整復を行います。
骨片の整復後に仮固定を行います。ラグスクリューを用いること
で、骨長ならびにアライメントを確保し、骨折部に圧迫を加えるこ
とも可能です。

Note：
腓骨遠位端外側用プレートは症例に応じて、以下の2種類から
選択できます。
・腓骨遠位端ロープロファイルプレート （5、7、9ホール）
・腓骨遠位端外果プレート　　　　　   （9、11ホール）
両プレートとも外果形状を考慮したアナトミカルデザインになり
ます。

注意：
ラグスクリューを使用する際は、プレート設置の妨げになる位置
への挿入や、スクリューヘッドによる腓骨筋腱との干渉などに
注意してください。

2

プレートの設置
骨折部位を確認し、トライアルプレートを用いて骨折線より近位に
3本以上のスクリューが選択できることを指標として、適切な長さ
のプレートを選択してください。プレートを適切な位置に設置し
て、プレートに設けられたガイドワイヤーホールからガイドワイヤー
を挿入し仮固定を行います。

3
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Low-profile Locking (LPL) Lateral Fibula Plates Surgical Technique by Nicholas Abidi, M.D.

皮切と展開
外果骨折では、腓骨遠位端の外側面上にて、浅腓骨神経と
腓腹神経の間を曲線状に皮膚切開を行います。腓骨筋腱を
剥離して保護した後、関節包の外側を切開することで、荷重面
である脛骨遠位天蓋部を確認します。これにより関節面における
骨片の有無や骨片の大きさを把握しやすくなります。靭帯損傷
の有無についても確認します。

注意：
同時に脛骨内果または脛骨前方の固定を必要とする場合は、
創傷壊死を防ぐためにそれぞれの皮膚切開を少なくとも7cm以
上離すように注意してください。また、一期的固定として創外固
定器を使用している場合は、術前に取り外しておいてください。

1 プレート固定
最初に（ノンロッキング）コーティカルスクリューをプレート近位部に
挿入することで、プレートを骨表面に圧着させます。次に遠位骨
片にロッキングコーティカルスクリューを挿入します。
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ロッキングコーティカルスクリューを使用する際は、ロッキングドリル
ガイド（80-0384）をスクリューホールに設置します。2.8mm径ドリル
ティップ（80-0387）を用いてドリリングし、ドリルシャフト部のレーザ
ーマークとドリルガイドの目盛り、またはドリルガイドを取り外した後
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スクリューは慎重に挿入してください。挿入中に過度な抵抗を
感じた場合は、スクリューを一旦抜去して生理食塩水で洗浄して
から、再挿入してください。また、骨が硬い場合は再度ドリリングを
行うことも推奨します。
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最終的なスクリューの設置
骨折部の安定した固定性を得るため、同様の方法で残りのスク
リューを挿入します。

Note：
プレート固定後に徒手的に牽引をかけることで靭帯損傷が無い
ことを確認するとともに、X線透視下にて固定部位の評価を行っ
てください。腓骨は、脛腓靭帯と共に脛骨の骨長維持に重要な
役割をはたします。そのため、脛骨の固定を行う前に解剖学的な
腓骨長の再建と回旋変形を整復することが重要になります。
脛骨骨折を合併している症例では、脛骨前方または内側の固定
が必要な場合があります。
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切開部を縫合します。
隣接している神経や血管、筋腱などに注意しながら閉創を行い
ます。切開部を縫合する際は、足関節を90度に保つようにし
ます。

6
術後管理
通常、術後2週間は弾性包帯で固定しますが、患者の骨質や
固定性に応じて、ギプス固定や固定期間の長さを検討します。
X線画像を確認し、固定の安定性や創部の状態に応じて荷重を
許可します。通常は6週間の免荷期間後、次の6週間で少しずつ
荷重を掛けるようにしていきます。

Note：
骨幹部骨折の場合は、遠位端骨折に比べ骨癒合期間が長く
なるため、荷重開始時期など注意してください。

7

整　復
プレートを設置する前に、骨折部の整復を行います。
骨片の整復後に仮固定を行います。ラグスクリューを用いること
で、骨長ならびにアライメントを確保し、骨折部に圧迫を加えるこ
とも可能です。

Note：
腓骨遠位端外側用プレートは症例に応じて、以下の2種類から
選択できます。
・腓骨遠位端ロープロファイルプレート （5、7、9ホール）
・腓骨遠位端外果プレート　　　　　   （9、11ホール）
両プレートとも外果形状を考慮したアナトミカルデザインになり
ます。

注意：
ラグスクリューを使用する際は、プレート設置の妨げになる位置
への挿入や、スクリューヘッドによる腓骨筋腱との干渉などに
注意してください。

2

プレートの設置
骨折部位を確認し、トライアルプレートを用いて骨折線より近位に
3本以上のスクリューが選択できることを指標として、適切な長さ
のプレートを選択してください。プレートを適切な位置に設置し
て、プレートに設けられたガイドワイヤーホールからガイドワイヤー
を挿入し仮固定を行います。

3
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Low-profile Locking (LPL) Anterior Tibia Plates Surgical Technique by Nicholas Abidi, M.D.

皮切と展開
脛骨遠位端前方プレートを選択される際のアプローチは、足関
節前方での縦皮膚切開を推奨します。
脛骨遠位端天蓋骨折の場合、足関節前面上にて長母趾伸筋
（EHL）と前脛骨筋腱の間を皮膚切開します。皮膚切開は、上伸
筋支帯の近位面から下伸筋支帯の遠位面まで行います。この
際、浅腓骨神経の走行位置に注意してください。伸筋支帯を
長母趾伸筋（EHL）と前脛骨筋腱の間でまっすぐに横切開しま
す。腱は関節面の位置で鈍的に保護し、神経血管束は剥離して
横方向に保護します。関節包を横切開し、荷重面である脛骨天
蓋部を確認します。

注意：
同時に脛骨内果または腓骨の固定を必要とする場合は、創傷
壊死を防ぐためにそれぞれの皮膚切開を少なくとも7cm以上離
すように注意してください。また、一期的固定として創外固定器を
使用している場合は、術前に取り外しておいてください。

Note：
脛骨遠位端前方プレートは前外側面に設置しないでください。

1 プレート固定
X線透視下像において、プレート設置位置と関節面の整復状況
を確認した後、遠位骨片にスクリューを挿入します。（ノンロッキン
グ）コーティカルスクリューを使用する際は、2.8mm径ドリルティッ
プ（80-0387）とドリルガイド（PL-2018）を用いて対側の骨皮質を
貫くようにドリリングします。デプスゲージ（80-0623）を用いて計測
し、適切な長さのスクリューを選択します。

ロッキングコーティカルスクリューを使用する際は、ロッキングドリル
ガイド（80-0384）をスクリューホールに設置します。2.8mm径ドリ
ルティップ（80-0387）を用いてドリリングします。スクリュー長の
選択は、デプスゲージ（80-0623）を用いるか、ドリルシャフト部の
レーザーマークとドリルガイドの目盛りから直接計測することも
可能です。2.5mm六角ドライバーティップ（HPC-0025）、ドライ
バーハンドル（MS-3200）を用いてスクリューを挿入します。

注意：
スクリューは慎重に挿入してください。挿入中に過度な抵抗を
感じた場合は、スクリューを一旦抜去して生理食塩水で洗浄し
てから、再挿入してください。また、骨が硬い場合は再度ドリリング
を行うことも推奨します。

4

最終的なスクリューの設置
骨折部の安定した固定性を得るため、同様の方法で残りのスク
リューを挿入します。5
閉　創
軟部組織損傷が無いことを確認した後、隣接している組織を
注意しながら関節包を閉創し、続いて伸筋支帯を閉創します。
隣接している神経や血管、筋腱などに注意しながら閉創を行い
ます。閉創時は伸筋腱の「浮き上がり」を防ぐために、足関節を
90度に保つようにします。

6

術後管理
通常、術後2週間は弾性包帯で固定しますが、患者の骨質や
固定性に応じて、ギプス固定や固定期間の長さを検討します。X
線画像を確認し、固定の安定性や創部の状態に応じて荷重を
許可します。通常は6週間の免荷期間後、次の6週間で少しずつ
荷重を掛けるようにしていきます。

Note：
骨幹部骨折の場合は、遠位端骨折に比べ骨癒合期間が長く
なるため、荷重開始時期など注意してください。

7

整　復
プレートを設置する前に、骨折部の整復を行います。
関節面の整復は足関節機能の再建において最も重要なポイント
になります。必ずプレート設置前に関節面の整復状態を確認し
てください。関節面の整復として牽引操作が必要となる場合は、
創外固定器などを用いることもできます。
また陥没した関節面骨片に対しては、骨タンプなどを用いること
で整復することができます。

Note：
脛骨遠位端前方プレートは2種類の長さ（5ホールおよび7ホー
ル）から選択できます。プレートは脛骨遠位端前方形状を考慮し
たアナトミカルデザインになります。
骨折部の状態に応じて、より遠位端へのプレート設置を必要とす
る場合は、プレートベンダー（PL-2045）を用いてベンディングする
ことが可能です。ベンディングを行う場合は、スクリューの関節面
突出を避けるように注意してください。

2

プレートの設置
骨折部位を確認し、トライアルプレートを用いて骨折線より近位に
3本以上のスクリューが選択できることを指標として、適切な長さ
のプレートを選択してください。プレートを適切な位置に設置し
て、プレートに設けられたガイドワイヤーホールからガイドワイヤー
を挿入し仮固定を行います。

3
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Low-profile Locking (LPL) Anterior Tibia Plates Surgical Technique by Nicholas Abidi, M.D.

皮切と展開
脛骨遠位端前方プレートを選択される際のアプローチは、足関
節前方での縦皮膚切開を推奨します。
脛骨遠位端天蓋骨折の場合、足関節前面上にて長母趾伸筋
（EHL）と前脛骨筋腱の間を皮膚切開します。皮膚切開は、上伸
筋支帯の近位面から下伸筋支帯の遠位面まで行います。この
際、浅腓骨神経の走行位置に注意してください。伸筋支帯を
長母趾伸筋（EHL）と前脛骨筋腱の間でまっすぐに横切開しま
す。腱は関節面の位置で鈍的に保護し、神経血管束は剥離して
横方向に保護します。関節包を横切開し、荷重面である脛骨天
蓋部を確認します。

注意：
同時に脛骨内果または腓骨の固定を必要とする場合は、創傷
壊死を防ぐためにそれぞれの皮膚切開を少なくとも7cm以上離
すように注意してください。また、一期的固定として創外固定器を
使用している場合は、術前に取り外しておいてください。

Note：
脛骨遠位端前方プレートは前外側面に設置しないでください。

1 プレート固定
X線透視下像において、プレート設置位置と関節面の整復状況
を確認した後、遠位骨片にスクリューを挿入します。（ノンロッキン
グ）コーティカルスクリューを使用する際は、2.8mm径ドリルティッ
プ（80-0387）とドリルガイド（PL-2018）を用いて対側の骨皮質を
貫くようにドリリングします。デプスゲージ（80-0623）を用いて計測
し、適切な長さのスクリューを選択します。

ロッキングコーティカルスクリューを使用する際は、ロッキングドリル
ガイド（80-0384）をスクリューホールに設置します。2.8mm径ドリ
ルティップ（80-0387）を用いてドリリングします。スクリュー長の
選択は、デプスゲージ（80-0623）を用いるか、ドリルシャフト部の
レーザーマークとドリルガイドの目盛りから直接計測することも
可能です。2.5mm六角ドライバーティップ（HPC-0025）、ドライ
バーハンドル（MS-3200）を用いてスクリューを挿入します。

注意：
スクリューは慎重に挿入してください。挿入中に過度な抵抗を
感じた場合は、スクリューを一旦抜去して生理食塩水で洗浄し
てから、再挿入してください。また、骨が硬い場合は再度ドリリング
を行うことも推奨します。

4

最終的なスクリューの設置
骨折部の安定した固定性を得るため、同様の方法で残りのスク
リューを挿入します。5
閉　創
軟部組織損傷が無いことを確認した後、隣接している組織を
注意しながら関節包を閉創し、続いて伸筋支帯を閉創します。
隣接している神経や血管、筋腱などに注意しながら閉創を行い
ます。閉創時は伸筋腱の「浮き上がり」を防ぐために、足関節を
90度に保つようにします。

6

術後管理
通常、術後2週間は弾性包帯で固定しますが、患者の骨質や
固定性に応じて、ギプス固定や固定期間の長さを検討します。X
線画像を確認し、固定の安定性や創部の状態に応じて荷重を
許可します。通常は6週間の免荷期間後、次の6週間で少しずつ
荷重を掛けるようにしていきます。

Note：
骨幹部骨折の場合は、遠位端骨折に比べ骨癒合期間が長く
なるため、荷重開始時期など注意してください。

7

整　復
プレートを設置する前に、骨折部の整復を行います。
関節面の整復は足関節機能の再建において最も重要なポイント
になります。必ずプレート設置前に関節面の整復状態を確認し
てください。関節面の整復として牽引操作が必要となる場合は、
創外固定器などを用いることもできます。
また陥没した関節面骨片に対しては、骨タンプなどを用いること
で整復することができます。

Note：
脛骨遠位端前方プレートは2種類の長さ（5ホールおよび7ホー
ル）から選択できます。プレートは脛骨遠位端前方形状を考慮し
たアナトミカルデザインになります。
骨折部の状態に応じて、より遠位端へのプレート設置を必要とす
る場合は、プレートベンダー（PL-2045）を用いてベンディングする
ことが可能です。ベンディングを行う場合は、スクリューの関節面
突出を避けるように注意してください。

2

プレートの設置
骨折部位を確認し、トライアルプレートを用いて骨折線より近位に
3本以上のスクリューが選択できることを指標として、適切な長さ
のプレートを選択してください。プレートを適切な位置に設置し
て、プレートに設けられたガイドワイヤーホールからガイドワイヤー
を挿入し仮固定を行います。

3
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Low-profile Locking (LPL) Medial Tibia Plate Surgical Technique by Nicholas Abidi, M.D.

皮切と展開
脛骨遠位端内側プレートを選択される際のアプローチは、足関
節内側での曲線状の皮膚切開を推奨します。脛骨内果骨折
およびピロン骨折の場合、足関節内側面上にて伏在神経と大伏
在静脈に沿って曲線状に皮膚切開を行います。腱は関節面の
位置で鈍的に保護し、神経血管束は剥離して横方向に保護しま
す。関節包の内側を切開し、荷重面である脛骨遠位天蓋部を
確認します。

注意：
同時に脛骨前方または腓骨の固定を必要とする場合は、創傷
壊死を防ぐためにそれぞれの皮膚切開を少なくとも7cm以上離
すように注意してください。また、一期的固定として創外固定器を
使用している場合は、術前に取り外しておいてください。

Note：
脛骨遠位端内側プレートは、脛骨骨幹部骨折固定用ではありま
せん。

1 プレート固定
X線透視下像において、プレート設置位置と関節面の整復状況
を確認した後、遠位骨片にスクリューを挿入します。（ノンロッキン
グ）コーティカルスクリューを使用する際は、2.8mm径ドリルティッ
プ（80-0387）とドリルガイド（PL-2018）を用いて対側の骨皮質を
貫くようにドリリングします。デプスゲージ（80-0623）を用いて計測
し、適切な長さのスクリューを選択します。

ロッキングコーティカルスクリューを使用する際は、ロッキングドリル
ガイド（80-0384）をスクリューホールに設置します。2.8mm径ドリ
ルティップ（80-0387）を用いてドリリングします。スクリュー長の
選択は、デプスゲージ（80-0623）を用いるか、ドリルシャフト部の
レーザーマークとドリルガイドの目盛りから直接計測することも
可能です。2.5mm六角ドライバーティップ（HPC-0025）、ドライ
バーハンドル（MS-3200）を用いてスクリューを挿入します。

注意：
スクリューは慎重に挿入してください。挿入中に過度な抵抗を
感じた場合は、スクリューを一旦抜去して生理食塩水で洗浄し
てから、再挿入してください。また、骨が硬い場合は再度ドリリング
を行うことも推奨します。

4

最終的なスクリューの設置
骨折部の安定した固定性を得るため、同様の方法で残りのスク
リューを挿入します。5
閉　創
軟部組織損傷が無いことを確認した後、隣接している組織を
注意しながら関節包を閉創します。隣接している神経や血管、
筋腱などに注意しながら閉創を行います。切開部を縫合する
際は、足関節を90度に保つようにします。

6
術後管理
通常、術後2週間は弾性包帯で固定しますが、患者の骨質や
固定性に応じて、ギプス固定や固定期間の長さを検討します。X
線画像を確認し、固定の安定性や創部の状態に応じて荷重を
許可します。通常は6週間の免荷期間後、次の6週間で少しずつ
荷重を掛けるようにしていきます。

Note：
骨幹部骨折の場合は、遠位端骨折に比べ骨癒合期間が長く
なるため、荷重開始時期など注意してください。

7

整　復
プレートを設置する前に、骨折部の整復を行います。
関節面の整復として牽引操作が必要となる場合は、創外固定器
などを用いることもできます。また、粉砕例では骨欠損部への自家
骨移植や人工骨移植を用いる場合もあります。
遠位骨片のサイズや位置によっては、スクリュー単体の固定を
追加する場合があります。その際は、プレート設置の妨げになる
位置への挿入や、スクリュー挿入による骨片の再転位に注意し
てください。

Note：
脛骨遠位端内側プレートは2種類の長さ（7ホールおよび9ホー
ル）から選択できます。骨折部の状態に応じて、より遠位端への
プレート設置を必要とする場合は、プレートベンダー（PL-2045）を
用いてベンディングすることが可能です。ベンディングを行う場合
は、スクリューの関節面突出を避けるように注意してください。

2

プレートの設置
骨折部位を確認し、トライアルプレートを用いて骨折線より近位に
3本以上のスクリューが選択できることを指標として、適切な長さ
のプレートを選択してください。プレートを適切な位置に設置し
て、プレートに設けられたガイドワイヤーホールからガイドワイヤー
を挿入し仮固定を行います。

注意：
脛骨骨幹部（遠位1/3）まで骨折線が及ぶような広範囲の粉砕
骨折症例では十分な固定性が確保できない可能性があります。
そのような症例では、髄内釘など他固定材料での治療をお勧め
します。

3
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Low-profile Locking (LPL) Medial Tibia Plate Surgical Technique by Nicholas Abidi, M.D.

皮切と展開
脛骨遠位端内側プレートを選択される際のアプローチは、足関
節内側での曲線状の皮膚切開を推奨します。脛骨内果骨折
およびピロン骨折の場合、足関節内側面上にて伏在神経と大伏
在静脈に沿って曲線状に皮膚切開を行います。腱は関節面の
位置で鈍的に保護し、神経血管束は剥離して横方向に保護しま
す。関節包の内側を切開し、荷重面である脛骨遠位天蓋部を
確認します。

注意：
同時に脛骨前方または腓骨の固定を必要とする場合は、創傷
壊死を防ぐためにそれぞれの皮膚切開を少なくとも7cm以上離
すように注意してください。また、一期的固定として創外固定器を
使用している場合は、術前に取り外しておいてください。

Note：
脛骨遠位端内側プレートは、脛骨骨幹部骨折固定用ではありま
せん。

1 プレート固定
X線透視下像において、プレート設置位置と関節面の整復状況
を確認した後、遠位骨片にスクリューを挿入します。（ノンロッキン
グ）コーティカルスクリューを使用する際は、2.8mm径ドリルティッ
プ（80-0387）とドリルガイド（PL-2018）を用いて対側の骨皮質を
貫くようにドリリングします。デプスゲージ（80-0623）を用いて計測
し、適切な長さのスクリューを選択します。

ロッキングコーティカルスクリューを使用する際は、ロッキングドリル
ガイド（80-0384）をスクリューホールに設置します。2.8mm径ドリ
ルティップ（80-0387）を用いてドリリングします。スクリュー長の
選択は、デプスゲージ（80-0623）を用いるか、ドリルシャフト部の
レーザーマークとドリルガイドの目盛りから直接計測することも
可能です。2.5mm六角ドライバーティップ（HPC-0025）、ドライ
バーハンドル（MS-3200）を用いてスクリューを挿入します。

注意：
スクリューは慎重に挿入してください。挿入中に過度な抵抗を
感じた場合は、スクリューを一旦抜去して生理食塩水で洗浄し
てから、再挿入してください。また、骨が硬い場合は再度ドリリング
を行うことも推奨します。

4

最終的なスクリューの設置
骨折部の安定した固定性を得るため、同様の方法で残りのスク
リューを挿入します。5
閉　創
軟部組織損傷が無いことを確認した後、隣接している組織を
注意しながら関節包を閉創します。隣接している神経や血管、
筋腱などに注意しながら閉創を行います。切開部を縫合する
際は、足関節を90度に保つようにします。

6
術後管理
通常、術後2週間は弾性包帯で固定しますが、患者の骨質や
固定性に応じて、ギプス固定や固定期間の長さを検討します。X
線画像を確認し、固定の安定性や創部の状態に応じて荷重を
許可します。通常は6週間の免荷期間後、次の6週間で少しずつ
荷重を掛けるようにしていきます。

Note：
骨幹部骨折の場合は、遠位端骨折に比べ骨癒合期間が長く
なるため、荷重開始時期など注意してください。

7

整　復
プレートを設置する前に、骨折部の整復を行います。
関節面の整復として牽引操作が必要となる場合は、創外固定器
などを用いることもできます。また、粉砕例では骨欠損部への自家
骨移植や人工骨移植を用いる場合もあります。
遠位骨片のサイズや位置によっては、スクリュー単体の固定を
追加する場合があります。その際は、プレート設置の妨げになる
位置への挿入や、スクリュー挿入による骨片の再転位に注意し
てください。

Note：
脛骨遠位端内側プレートは2種類の長さ（7ホールおよび9ホー
ル）から選択できます。骨折部の状態に応じて、より遠位端への
プレート設置を必要とする場合は、プレートベンダー（PL-2045）を
用いてベンディングすることが可能です。ベンディングを行う場合
は、スクリューの関節面突出を避けるように注意してください。

2

プレートの設置
骨折部位を確認し、トライアルプレートを用いて骨折線より近位に
3本以上のスクリューが選択できることを指標として、適切な長さ
のプレートを選択してください。プレートを適切な位置に設置し
て、プレートに設けられたガイドワイヤーホールからガイドワイヤー
を挿入し仮固定を行います。

注意：
脛骨骨幹部（遠位1/3）まで骨折線が及ぶような広範囲の粉砕
骨折症例では十分な固定性が確保できない可能性があります。
そのような症例では、髄内釘など他固定材料での治療をお勧め
します。
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Instruments Ordering Information

販売名：コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具　医療機器届出番号：27B1X00116000164
カタログ番号 品　　　　　名 数量

71-0145
71-0147
71-0149
71-0169
71-0171
71-0245
71-0247
71-0227
71-0229
PL-2018
80-0384
80-0387
80-0623

HPC-0025
MS-SS35
MS-3200
PL-2045

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

トライアルプレート　ロープロファイル腓骨遠位端用　5ホール
トライアルプレート　ロープロファイル腓骨遠位端用　7ホール
トライアルプレート　ロープロファイル腓骨遠位端用　9ホール
トライアルプレート　腓骨遠位端外果用　9ホール
トライアルプレート　腓骨遠位端外果用　11ホール
トライアルプレート　脛骨遠位端前方用　5ホール
トライアルプレート　脛骨遠位端前方用　7ホール
トライアルプレート　脛骨遠位端内側用　7ホール
トライアルプレート　脛骨遠位端内側用　9ホール
ドリルガイド
ロッキングドリルガイド　D2.8mm用
クイックリリースドリル　D2.8mm用
デプスゲージ
2.5mm六角ドライバーティップ
スクリュースリーブ　ラージ
ドライバーハンドル　ラージ
ラージプレートベンダー

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2

材質：チタン合金　販売名：コングルエント ボーン プレート システム LE　医療機器承認番号：22500BZI00010000
カタログ番号 品　　　　　名 規　格

70-0145-S
70-0147-S
70-0149-S
70-0169-S
70-0171-S

腓骨遠位端ロープロファイルプレート
腓骨遠位端ロープロファイルプレート
腓骨遠位端ロープロファイルプレート
腓骨遠位端外果プレート
腓骨遠位端外果プレート

5ホール
7ホール
9ホール
9ホール

11ホール

全　長
61.0mm
85.0mm

109.0mm
93.2mm

121.0mm

材質：チタン合金　販売名：コングルエント ボーン プレート システム LE　医療機器承認番号：22500BZI00010000
カタログ番号 品　　　　　名 規　格

70-0245-S
70-0247-S
70-0227-S
70-0229-S

脛骨遠位端前方プレート
脛骨遠位端前方プレート
脛骨遠位端内側プレート
脛骨遠位端内側プレート

5ホール＊

7ホール＊

7ホール＊

9ホール＊

全　長
60.6mm
84.6mm
82.3mm

106.0mm

材質：チタン合金　販売名：ボーン スクリュー Ti　医療機器承認番号：21600BZG00006000
カタログ番号 品　　　　　名 規　　格（径/有効長）

COL-3080-S~COL-3500-S
CO-3080-S~CO-3500-S

ロッキングコーティカルスクリュー
コーティカルスクリュー

D3.5mm/L8.0mm~50.0mm（2.0mm間隔）
D3.5mm/L8.0mm~50.0mm（2.0mm間隔）

＊規格表記はプレート長の目安となるようプレート長軸上のホール数になっています。
　実際のスクリューホール数とは異なりますので、ご注意下さい。

※ロッキングコーティカルスクリューL40.0mm以上は5.0mm間隔になります。
※コーティカルスクリューL20.0mmからL40.0mmまでは2.5mm間隔、L40.0mm以上は5.0mm間隔になります。

※貸出内容に関する詳細は弊社営業担当者へお問い合わせください。

腓骨遠位端プレート

脛骨遠位端プレート

スクリュー

腓骨遠位端ロープロファイルプレート 腓骨遠位端外果プレート

脛骨遠位端前方プレート

ロッキングコーティカルスクリュー コーティカルスクリュー

脛骨遠位端内側プレート

1

2

3

7 9

10

11 11
12

13

14

15
16

17

6 8

4

5
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Instruments Ordering Information

販売名：コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具　医療機器届出番号：27B1X00116000164
カタログ番号 品　　　　　名 数量

71-0145
71-0147
71-0149
71-0169
71-0171
71-0245
71-0247
71-0227
71-0229
PL-2018
80-0384
80-0387
80-0623

HPC-0025
MS-SS35
MS-3200
PL-2045

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

トライアルプレート　ロープロファイル腓骨遠位端用　5ホール
トライアルプレート　ロープロファイル腓骨遠位端用　7ホール
トライアルプレート　ロープロファイル腓骨遠位端用　9ホール
トライアルプレート　腓骨遠位端外果用　9ホール
トライアルプレート　腓骨遠位端外果用　11ホール
トライアルプレート　脛骨遠位端前方用　5ホール
トライアルプレート　脛骨遠位端前方用　7ホール
トライアルプレート　脛骨遠位端内側用　7ホール
トライアルプレート　脛骨遠位端内側用　9ホール
ドリルガイド
ロッキングドリルガイド　D2.8mm用
クイックリリースドリル　D2.8mm用
デプスゲージ
2.5mm六角ドライバーティップ
スクリュースリーブ　ラージ
ドライバーハンドル　ラージ
ラージプレートベンダー

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2

材質：チタン合金　販売名：コングルエント ボーン プレート システム LE　医療機器承認番号：22500BZI00010000
カタログ番号 品　　　　　名 規　格

70-0145-S
70-0147-S
70-0149-S
70-0169-S
70-0171-S

腓骨遠位端ロープロファイルプレート
腓骨遠位端ロープロファイルプレート
腓骨遠位端ロープロファイルプレート
腓骨遠位端外果プレート
腓骨遠位端外果プレート

5ホール
7ホール
9ホール
9ホール

11ホール

全　長
61.0mm
85.0mm

109.0mm
93.2mm

121.0mm

材質：チタン合金　販売名：コングルエント ボーン プレート システム LE　医療機器承認番号：22500BZI00010000
カタログ番号 品　　　　　名 規　格

70-0245-S
70-0247-S
70-0227-S
70-0229-S

脛骨遠位端前方プレート
脛骨遠位端前方プレート
脛骨遠位端内側プレート
脛骨遠位端内側プレート

5ホール＊

7ホール＊

7ホール＊

9ホール＊

全　長
60.6mm
84.6mm
82.3mm

106.0mm

材質：チタン合金　販売名：ボーン スクリュー Ti　医療機器承認番号：21600BZG00006000
カタログ番号 品　　　　　名 規　　格（径/有効長）

COL-3080-S~COL-3500-S
CO-3080-S~CO-3500-S

ロッキングコーティカルスクリュー
コーティカルスクリュー

D3.5mm/L8.0mm~50.0mm（2.0mm間隔）
D3.5mm/L8.0mm~50.0mm（2.0mm間隔）

＊規格表記はプレート長の目安となるようプレート長軸上のホール数になっています。
　実際のスクリューホール数とは異なりますので、ご注意下さい。

※ロッキングコーティカルスクリューL40.0mm以上は5.0mm間隔になります。
※コーティカルスクリューL20.0mmからL40.0mmまでは2.5mm間隔、L40.0mm以上は5.0mm間隔になります。

※貸出内容に関する詳細は弊社営業担当者へお問い合わせください。

腓骨遠位端プレート

脛骨遠位端プレート

スクリュー

腓骨遠位端ロープロファイルプレート 腓骨遠位端外果プレート

脛骨遠位端前方プレート

ロッキングコーティカルスクリュー コーティカルスクリュー

脛骨遠位端内側プレート

1

2

3

7 9

10

11 11
12

13

14

15
16
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6 8

4
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