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●改良のため予告なく仕様を変更することもあります。

■代理店

販売名：オーソフィックス創外固定ピン（滅菌済）
医療機器承認番号：20900BZY01009000

販売名：オーソフィックス　プリフィックス固定器
医療機器届出番号：27B1X00116000170

販売名：エクスカリバースクリュー（滅菌済）
医療機器承認番号：21500BZY00184000

販売名：スクリュー
医療機器承認番号：21600BZG00029000

※１

※２

※３

※４

適合ドリル径：3.2mm

ネジ長(mm) 20 30 40 50

70  99-10190 － － －

80  99-10191 99-10108 － －

100  99-10135 99-10136 99-10105 －

120  99-10137 99-10138 99-10106 －

 － 10-620 － 10-621140

全長
（mm）

※表内の太文字はカタログ番号です。

ネジ長(mm) 30 40 50 60 70 80 90

150 99-911530 99-911540 99-911550 99-911560 99-911570 99-911580 99-911590

260 99-912630 99-912640 99-912650 99-912660 99-912670 99-912680 99-912690
全長
（mm）

■エクスカリバーボーンスクリュー（スレッド径  6.0-5.6mm / シャフト径  6.0mm）　※１

■コーティカルスクリュー（スレッド径  4.5-3.5mm / シャフト径  6.0mm）   ※２ ※３

ORDARING  INFORMATION

■ギャラクシー創外固定器パーツ （滅菌済）

●ギャラクシー　ミディアム　（滅菌済）

99-93010
99-93020
99-932150
99-932200
99-932250
99-932300
99-932350
99-932400

カタログ番号　　製品名　　　　　　　　　　　　　　　　入数
●ギャラクシー　ラージ　（滅菌済）

GALAXY  ラージクランプ
GALAXY  マルチスクリュークランプ
ロッド D12mm　L150mm
ロッド D12mm　L200mm
ロッド D12mm　L250mm
ロッド D12mm　L300mm
ロッド D12mm　L350mm
ロッド D12mm　L400mm

1
1
1
1
1
1
1
1

99-93110
99-939100
99-939150
99-939200
99-939250
99-939300

GALAXY  ミディアムクランプ
ロッド D9mm　L100mm
ロッド D9mm　L150mm
ロッド D9mm　L200mm
ロッド D9mm　L250mm
ロッド D9mm　L300mm

1
1
1
1
1
1

■ギャラクシー創外固定器 ELBOW

●ギャラクシー　エルボー
93-410
93-415
93-420

GALAXY   エルボーヒンジ
GALAXY   エルボーヒンジ   スクリューキット（4個入）
GALAXY   エルボーヒンジ   モーションユニット

カタログ番号　　製品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※４

※４

GALAXY  マルチスクリュークランプ GALAXY  ミディアムクランプ

GALAXY  エルボーヒンジ

GALAXY  
エルボーヒンジ　モーションユニット

MR

MR MR

MR
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■製造元

外国特例承認取得者　
オーソフィックス社（イタリア）

適合ドリル径：4.8mm

スクリューシャフト径：6mm
ロッド径：12mmに対応 （　　　　　　　）スクリューシャフト径：6mm

ロッド径：9mmに対応

（　　　　　　　）スクリューシャフト径：6mm
ロッド径：12mmに対応

GALAXY  ラージクランプ

Galaxy Fixation System
Elbow Hinge

Key contributor:

T. Gausepohl, MD

ギャラクシー創外固定器 エルボーヒンジ

OPERATIVE TECHNIQUE



GALAXYエルボーヒンジ　構成パーツ

•  上腕側は１２ｍｍ径ロッド、前腕側には９ｍｍ径の
ロッドを使用します。
• 肘関節中心を確認しやすくするためのＸ線透過性ヒンジ。
• 屈曲・伸展可動範囲：１７５°
• 最大１５ｍｍまでのディストラクション機能。

■93-410　GALAXY エルボーヒンジ　　MR

1

■93-420 GALAXY　
　エルボーヒンジ　モーションユニット
• エルボーヒンジに装着し、受動的可動訓練を行う
際に使用。

• 屈曲・伸展制限を行いながらの関節可動訓練が
可能。

左右共通
※使用する側に応じて、術前にスクリューの向きを
　入れ替えること。

伸展

屈曲

0°

0°

90°85°

12㎜径ロッド

93-432
アルナディストラクター
クランプ

93-431
ヒューメラル
ディストラクター
クランプ

■エルボーディストラクター 

• 拘縮肘症例に対して、術中に肘関節牽引が
 必要な際に使用。

OPERATIVE TECHNIQUE

2

スナップロック機構

左右各35°まで可動

最終固定用カム

仮固定用ハンドノブ
レンチを使用せず、手回しでノブを回すだけで仮固定が可能です。

迅速なロッドの装着が可能です。

最終固定がワンステップで行えます。

-35° +35°
0°

99-93020　GALAXY  マルチスクリュークランプ
• １２ｍｍ径ロッド、６ｍｍ径シャフトスクリューに対応。
• ３本の平行なスクリュー配置は、オーソフィックス社製
  ストレートクランプ及びＴ－クランプの配列との互換性
  があります。

注意 ： マルチスクリュークランプのスクリューホールは、
         エクスカリバー固定器やＬＲＳ固定器のＴ－クランプ
         およびストレートクランプの１番・３番・５番のスク
         リューホールに対応しています。

マルチスクリュークランプ
MR
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使用開始位置

1 2

3

仮固定
ノブを完全に動かないところまで締め付けます。

最終固定
５ｍｍレンチを使用し、カムをしっかりと締め付けます。

クランプの固定方法

1

最終固定
５ｍｍレンチを使用し、カムをしっかりと締め付けます。3

仮固定
ノブを完全に動かない
ところまで締め付けます。

2

22

カム上に刻印されているドットマークが、上方のメタルリングに表示されている”ＯＰＥＮ”の位置にあることを
確認してください。

使用開始位置

カム上に刻印されて
いるドットマークが、
クランプベース部分
に表示されている
”ＯＰＥＮ”の位置に
あることを確認して
ください。

術者

モニターC-ARM

介助者

エルボーヒンジ手術手技
術前準備

3

OPERATIVE TECHNIQUE

4

OPERATIVE TECHNIQUE

a）体位：
患者を仰臥位にし、患側上肢を透視装置で観察可能なように
手台にセッティングします。通常、本手技ではタニケットを必要
としませんが、橈骨頭骨折や上腕顆部脱臼などを併発してい
て観血的骨接合術が必要な同一手術で固定器を適用する場
合には適切な止血措置が必要とされます。
別の方法として、始めに無血野で骨接合術を行い、その後に
改めて消毒・ドレーピングをした上で固定器設置を行うことも
出来ます。
タニケット使用時は術後の出血を避ける為、術中に十分な止
血を確実に行うことが重要です。
シングルステップアプローチによる最小侵襲且つ止血を行う
方法が好まれます。

ヒント：
肩部の下に枕状にした覆布を敷いておくと、手術がよりやりや
すくなります。

b）消毒：
上肢と肩全体を消毒します。
消毒の際は患側の手を掴んで上肢を拳上させて行いますが、
予め患側の手を粘着性のドレープで覆うか・消毒を行ってお
きます。
術者は患者の頭側に座り、介助者はその反対側に座ります。X
線透視装置は側方より入れます。X線透視装置を使用する際
に、術者が十分に肘関節部分にアクセスできることが重要です。

c）X線透視装置
モニターの設置位置は右図を参照してください。術者および
介助者が、手術中に常にモニターを見ることができるようにす
る必要があります。
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図１

図２

図３

手術手技

3）
スクリューガイドをそのまま保持しながら、ドリルとドリルガイ
ドを抜き取ります。スクリューをT-レンチまたはハンドドリルに
装着して骨へスクリューガイドを介して挿入します（図3）。
ハンドドリルを使用する際には、挿入方向が終始適正に維持
されるようにしっかりと保持してください。また、スクリューはバ
イコーティカル固定とするため、反対側の皮質骨を十分に貫
いてください。
同様の手技によって、2本目以降のスクリューも挿入します。

1）
1本目のスクリューは最近位から挿入すること・上腕骨外側で
はなく10°～15°前方より挿入することなどを考慮し、橈骨神経
損傷を避けるように上腕骨外側方向に鈍的切開を加えます。
スクリューの挿入角度が上腕骨の長軸に対して垂直になるよう
に、マルチスクリュークランプをテンプレートとして使用します。
マルチスクリュークランプに両端もしくは全てのホールにスク
リューガイドを2本もしくは3本挿入し、最近位のスクリューガ
イドにトロッカー（19-955 オプション）を設置します。
触診によりトロッカー先端が骨の中心に位置する様に設置し
てください。

注意：
橈骨神経が様々なルートで走行しているため、上腕骨骨幹中
間部へのスクリュー挿入は避けてください。

2）
スクリューガイドを皮質骨に愛護的にあてがいながら、トロッ
カーを引き抜き、スクリューガイド先端をしっかり安定させる
ため、軽く叩きます。その際、骨とスクリューガイドの間に軟部
組織が挟まっていないことを確認してください。使用するスク
リュー径に応じたドリルガイドをスクリューガイドに挿入し、対
応したドリルビットを用いてドリリングを行います。この際、熱
による組織へのダメージを避けるため、ドリルビットに損傷が
ないか、骨に対してドリルビットの角度が適正であるか、ドリル
ビットの力がぶれずにしっかりかかっているかを確認し、ドリ
リングの時間を短くするように心がけてください（図2）。
反対側の皮質骨にドリルビットが到達した段階で、一旦ドリリ
ングスピードを緩め、引き続きドリリングを行って反対側の皮
質骨を貫通します。
ドリルビットが完全に反対側の皮質骨を貫通していることを
確認してください。

図４

図５

図６
しっかりと
締め付けること。

4）
エクスカリバースクリューを使用する場合は、ボーンスクリュー
カッター（オプション）を使用し、スクリューシャフトを切断する
ことも可能です。
最後に、必要に応じてマルチスクリュークランプのセンターホ
ールよりスクリューを挿入します（図4）。

注意：
スクリューの挿入時のある段階で過大な抵抗を感じる場合、
予めドリリングした経路を正確にたどっていないか、骨質が異
常に硬い、あるいは異常に厚い可能性があります。そのような
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、
正しい経路に沿って再挿入します。また、再度ドリリングを行う
ことも推奨します。

警告：
骨が硬く肥厚しているためにドリリングに時間を要する場合は、
無理にドリリングを継続せず、適宜ドリルを抜いてドリルに付
着した骨屑を除去したり、注水して穿孔部やドリルを冷やした
りする等、慎重にドリリングを行うこと。また、先端が磨耗したド
リルは使用しないこと。［無理なドリリングを続けると、熱によ
る骨や軟部組織への障害が発生する恐れがある。］

5）
2本もしくは3本のスクリューガイドを抜き取り、マルチスクリュ
ークランプのクランプスクリューを5mmレンチで締め付けて
固定します（図5）。

6）
適切な長さのロッド（12mm径）を選択し、両端にマルチスクリ
ュークランプとエルボーヒンジ上腕側を固定します（図6）。

5

OPERATIVE TECHNIQUE

6

OPERATIVE TECHNIQUE
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固定します（図5）。

6）
適切な長さのロッド（12mm径）を選択し、両端にマルチスクリ
ュークランプとエルボーヒンジ上腕側を固定します（図6）。
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図９

図８
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水平面が一致
した状態

垂直面が一致
していない状態

垂直面が一致
した状態

水平面が一致
していない状態

ハンド
ノブ

エルボーヒンジを適正に作動させるためには、肘関節回転中
心に正確にヒンジ中心を設置しなくてはなりません。

・上腕骨骨軸に対してロッドが平行になるように調整し、ヒン
ジ中心が肘関節回転中心の水平線に一致するように、マルチ
スクリュークランプのハンドノブ部を回しながら上下に動かし
て調節します（図7）。

・ヒンジ中心が肘関節回転中心の垂直線に一致するようにロッ
ドを前後方向に動かして調整します（図8）。

・側面像でヒンジ中心が肘関節中心に完全に一致するように、
エルボーヒンジ本体を回旋させて調整します（図9）。

　　　　　　　　　

図１０図１０

図１１

図１２

図１１a

7）
マルチスクリュークランプのセンターカムを締め付け、X線透視
装置でエルボーヒンジのアライメントを確認します（図10）。
適正な設置であるかを確認するため、透過性のヒンジに内臓
された十字マークが参考になります。
また、追加的に2mm径のKワイヤー（長さ10cm程度）を使用
すると確認が容易になります。ヒンジ中心のホールに通したK 
ワイヤーが透視下で上腕骨顆部の中心で点に見えるようにな
るまで調整します。

必要に応じて、安定性を向上させる目的で上腕骨遠位部に追
加のスクリューを挿入することができます（99-93010ラージ
クランプを使用）。　※警告：橈骨神経に注意すること。
この場合、橈骨神経を前方に避けて上腕骨遠位の後側方より
スクリューを挿入しなくてはなりません。また、小皮切下でスク
リューが安全な位置に挿入されることを確認してください。

8）　
適切な長さのロッド（9mm径）をエルボーヒンジ前腕側に固
定した後、ミディアムクランプをロッドに装着します。前腕を中
間位もしくは回内位としてロッドを尺骨に平行に合わせます。
尺骨スクリューは外側もしくは後外側から挿入します。最低2
本のスクリューで固定してください。また、機械的安定性を確保
するため２本のスクリュー同士の間隔は広くとってください。
まず、尺骨遠位側スクリューのための位置決定を行ってくださ
い。プレドリリングのため、3.2mmドリルガイドを直接ミディア
ムクランプのスクリュークランプ部分に設置し、ノブをしっかり
と締めつけた状態で3.2mmドリルビットを用いてドリリングを
行います（図11）。

9）
任意の長さのスレッド径4.5/3.5mm スクリューを挿入します
（図11 a）。

□推奨スクリュー　
99-10137  スレッド径 4.5mm-3.5mm／全長 120mm／ネジ長 20mm

ロッドが尺骨の背側ラインに平行であることを確認しながら、
尺骨遠位側に最初のスクリューを挿入します。遠位側のスクリ
ュー挿入後、2本目のスクリューホールをプレドリリングする前
に、遠位側スクリューのミディアムクランプのノブをしっかりと
最終の締めつけまで行います。

10）
2本目以降のスクリューのプレドリリングについてもミディアム
クランプと3.2mmドリルガイドを使用し、ノブをしっかりと締め
つけた状態でドリリングしてください。
軟部組織の状態等に応じて、ヒンジ部を固定して術後短期間
の固定とするか（図12）、ヒンジ部を固定せずに早期可動させ
るか決定します。
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図１５

図１４

図１３11）
エルボーヒンジに内蔵された牽引機能は、肘関節新鮮骨折例
に対して使用する必要はありません。時に関節面を保護する
目的で使用できますが、３mm～４mmに留めておく必要があ
ります（図13）。

12）オプション
前述で説明した非侵襲ターゲティングテクニックとは別に、
2mm径のKワイヤーを上腕骨顆部の中心に挿入してから固定
器を設置する方法を選択することもできます。
X線透視下にKワイヤー先端を上腕骨外側上顆部の中心へ置
き、外側から経皮的に刺入します（図14）。

13）
透視下に適切な刺入点にKワイヤー先端が位置していること
を確認した後、正面像・側面像双方で確認しながら肘関節の
中心軸に沿って、Kワイヤーを4cmほど刺入します（図15）。

図１６

図１７

14）
Kワイヤーが肘関節中心軸に沿って適切に刺入されなかった
場合、X線透視側面像でKワイヤーが小さな点ではなく短い線
で映し出されます。この場合、皮膚から出ているKワイヤーを透
視下で点に見えるまで曲げてください（図16）。

15）
（事前に組み立てた）エルボーヒンジ本体一式をKワイヤーと
前もって挿入した上腕骨スクリューに沿って設置します（図17）。

そして、マルチスクリュークランプを完全にロックし、前述した
方法で尺骨スクリューを挿入していきます。
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肘関節可動

図３

図１

図４

Locking
Screw(A)

Locking
Screw(B) 

図２図２

ウォーム
スクリューを
回転させる

モーション
ユニットの装着

自由可動
エルボーヒンジ本体のロッキングスクリュー（A）を緩めるこ
とで、自由な屈曲・伸展可動が可能となります（図1）。

受動的可動
1）
エルボーモーションユニット（オプション）を装着することによ
り、肘関節を自由可動させたり、受動的屈曲・伸展可動を行う
ことが可能です（図2）。

可動域制限
3）
モーションユニット中心部に装着されている付属スクリューを
取り外し、任意の設定用ホールに挿入すると、屈曲・伸展角度
の制限を行うことが可能です（図4）。

2）
5mmアレンレンチを用いてウォームスクリューを時計回り・反
時計回りに回転させることによって、制御された受動的屈曲・
伸展可動を行うことが可能です。その際には、2個の付属スク
リューを中心部のホールにセットしてください（図3）。
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14）
もしもK-wireが肘関節中心軸に沿って適切に挿入されなかっ
た場合、外側方向からX線透視装置で確認すると、K-wireが小
さな点ではなく短い線で映し出されます。この場合、皮膚から
出ているK-wireを透視下で点に見えるまで曲げた後、固定器
設置の際に使用します。（図１６）
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（　　　　　　　）

●改良のため予告なく仕様を変更することもあります。

■代理店

販売名：オーソフィックス創外固定ピン（滅菌済）
医療機器承認番号：20900BZY01009000

販売名：オーソフィックス　プリフィックス固定器
医療機器届出番号：27B1X00116000170

販売名：エクスカリバースクリュー（滅菌済）
医療機器承認番号：21500BZY00184000

販売名：スクリュー
医療機器承認番号：21600BZG00029000

※１

※２

※３

※４

適合ドリル径：3.2mm

ネジ長(mm) 20 30 40 50

70  99-10190 － － －

80  99-10191 99-10108 － －

100  99-10135 99-10136 99-10105 －

120  99-10137 99-10138 99-10106 －

 － 10-620 － 10-621140

全長
（mm）

※表内の太文字はカタログ番号です。

ネジ長(mm) 30 40 50 60 70 80 90

150 99-911530 99-911540 99-911550 99-911560 99-911570 99-911580 99-911590

260 99-912630 99-912640 99-912650 99-912660 99-912670 99-912680 99-912690
全長
（mm）

■エクスカリバーボーンスクリュー（スレッド径  6.0-5.6mm / シャフト径  6.0mm）　※１

■コーティカルスクリュー（スレッド径  4.5-3.5mm / シャフト径  6.0mm）   ※２ ※３

ORDARING  INFORMATION

■ギャラクシー創外固定器パーツ （滅菌済）

●ギャラクシー　ミディアム　（滅菌済）

99-93010
99-93020
99-932150
99-932200
99-932250
99-932300
99-932350
99-932400

カタログ番号　　製品名　　　　　　　　　　　　　　　　入数
●ギャラクシー　ラージ　（滅菌済）

GALAXY  ラージクランプ
GALAXY  マルチスクリュークランプ
ロッド D12mm　L150mm
ロッド D12mm　L200mm
ロッド D12mm　L250mm
ロッド D12mm　L300mm
ロッド D12mm　L350mm
ロッド D12mm　L400mm

1
1
1
1
1
1
1
1

99-93110
99-939100
99-939150
99-939200
99-939250
99-939300

GALAXY  ミディアムクランプ
ロッド D9mm　L100mm
ロッド D9mm　L150mm
ロッド D9mm　L200mm
ロッド D9mm　L250mm
ロッド D9mm　L300mm

1
1
1
1
1
1

■ギャラクシー創外固定器 ELBOW

●ギャラクシー　エルボー
93-410
93-415
93-420

GALAXY   エルボーヒンジ
GALAXY   エルボーヒンジ   スクリューキット（4個入）
GALAXY   エルボーヒンジ   モーションユニット

カタログ番号　　製品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※４

※４

GALAXY  マルチスクリュークランプ GALAXY  ミディアムクランプ

GALAXY  エルボーヒンジ

GALAXY  
エルボーヒンジ　モーションユニット

MR

MR MR

MR

2014.05.2,000
作成日：2014年5月　第１版

■製造元

外国特例承認取得者　
オーソフィックス社（イタリア）

適合ドリル径：4.8mm

スクリューシャフト径：6mm
ロッド径：12mmに対応 （　　　　　　　）スクリューシャフト径：6mm

ロッド径：9mmに対応

（　　　　　　　）スクリューシャフト径：6mm
ロッド径：12mmに対応

GALAXY  ラージクランプ

Galaxy Fixation System
Elbow Hinge

Key contributor:

T. Gausepohl, MD

ギャラクシー創外固定器 エルボーヒンジ
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