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AHFIX Q ステム専用器具

■AHFIX Ｑ ステム共通器具トレー１（Ｃ）
Ｎｏ 品　名 数量

C-❶ ボールトライアル ２２／－４ 1

C-❷ ボールトライアル ２２／±０ 1

C-❸ ボールトライアル ２２／＋３ 1

C-❹ ネックトライアル φ２２／－４ 1

C-❺ ネックトライアル φ２２／±０ 1

C-❻ ネックトライアル φ２２／＋３ 1

C-❼ ボールトライアル ２６／－５ 1

C-❽ ボールトライアル ２６／－３ 1

C-❾ ボールトライアル ２６／±０ 1

C-� ボールトライアル ２６／＋３ 1

C-� ボールトライアル ２６／＋５ 1

C-� ネックトライアル φ２６／－５ 1

C-� ネックトライアル φ２６／－３ 1

C-� ネックトライアル φ２６／±０ 1

C-� ネックトライアル φ２６／＋３ 1

C-� ネックトライアル φ２６／＋５ 1

C-� ボールトライアル ２８／－６ 1

C-� ボールトライアル ２８／－３ 1

C-� ボールトライアル ２８／±０ 1

C-� ボールトライアル ２８／＋３ 1

C-� ボールトライアル ２８／＋６ 1

C-� ネックトライアル φ２８／－６ 1

C-� ネックトライアル φ２８／－３ 1

C-� ネックトライアル φ２８／±０ 1

C-� ネックトライアル φ２８／＋３ 1

C-� ネックトライアル φ２８／＋６ 1

C-� ボールトライアルリムーバー 1

C-� ボールインパクター 1

■AHFIX Ｑ ステム共通器具トレー２（Ｃ）
Ｎｏ 品　名 数量

C-� ネックマーカー ① 1

C-� ネックマーカー ② 1

C-� ネックマーカー ③ 1

C-� ネックマーカー ④ 1

C-� ネックマーカー ⑤ 1

C-� ネックマーカー ⑥ 1

C-� ネックマーカー ⑦ 1

C-� ネックマーカー ⑧ 1

C-� カルカーリーマー（ラージ） 1

C-� カルカーリーマー（エキストララージ） 1

C-� パイロットリーマー 1

C-� 箱ノミ（Ｓ） 1

C-� 箱ノミ（Ｌ） 1

C-� フリーラスプ 1

C-� リーマーハンドル 1
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■AHFIX Ｑ ステム共通器具トレー３（Ｃ）
Ｎｏ 品　名 数量

C-� ブローチハンドル 2

C-� ハンマー 1

C-� ステムホルダー 1

C-� スライドハンマー 1

C-� 抜去補助器 1

■AHFIX Ｑ ステム共通器具トレー４（Ｃ）
Ｎｏ 品　名 数量

C-� テーパーリーマー ① 1

C-� テーパーリーマー ② 1

C-� テーパーリーマー ③ 1

C-� テーパーリーマー ④ 1

C-� テーパーリーマー ⑤ 1

C-� テーパーリーマー ⑥ 1

C-� テーパーリーマー ⑦ 1

C-� テーパーリーマー ⑧ 1

C-� スペリオ テーパーリーマ ⑨ 1

C-� スペリオ テーパーリーマ ⑩ 1

C-� スターターリーマー 1
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AHFIX Q ステム

■AHFIX Ｑ ステムＳＴＤ専用器具トレー（Ｓ）

■AHFIX Ｑ ステムＮＡＲ専用器具トレー（Ｎ）

Ｎｏ 品　名 数量

S-❶ ブローチ １ 1

S-❷ ブローチ ２ 1

S-❸ ブローチ ３ 1

S-❹ ブローチ ４ 1

S-❺ ブローチ ５ 1

S-❻ ブローチ ６ 1

S-❼ ブローチ ７ 1

S-❽ ブローチ ８ 1

Ｎｏ 品　名 数量

N-❶ ブローチ １ 1

N-❷ ブローチ ２ 1

N-❸ ブローチ ３ 1

N-❹ ブローチ ４ 1

N-❺ ブローチ ５ 1

N-❻ ブローチ ６ 1

N-❼ ブローチ ７ 1

N-❽ ブローチ ８ 1

N-❾ ブローチ ９ 1

N-� ブローチ １０ 1
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■デュアルカップＣＬＤＣＳ専用器具トレー（T）
Ｎｏ 品　名 数量

T-❶ 骨頭摘出器 1

T-❷ カップトライアルハンドル 2

T-❸ デュアルカップトライアルφ38 1

T-❹ デュアルカップトライアルφ39 1

T-❺ デュアルカップトライアルφ40 1

T-❻ デュアルカップトライアルφ41 1

T-❼ デュアルカップトライアルφ42 1

T-❽ デュアルカップトライアルφ43 1

T-❾ デュアルカップトライアルφ44 1

T-� デュアルカップトライアルφ45 1

T-� デュアルカップトライアルφ46 1

T-� デュアルカップトライアルφ47 1

T-� デュアルカップトライアルφ48 1

T-� デュアルカップトライアルφ49 1

T-� デュアルカップトライアルφ50 1

T-� デュアルカップトライアルφ52 1

T-� デュアルカップトライアルφ54 1

T-� デュアルカップトライアルφ56 1

T-� デュアルカップトライアルφ58 1

T-� デュアルカップトライアルφ60 1

●❶

●❷

●❸ ●❹ ●❺ ●❻ ●❼ ●❽ ●❾

●� ●� ●� ●� ●�

●�

●� ●� ●�
●�

●�

●❷
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AHFIX Q ステム

A-2 大腿骨髄腔のリーミングとラスピング

　選定されたステムサイズと同サイズのネック
マーカーを選び、大腿骨頸部の切除位置を決め
ます。ネックマーカーを大腿骨頸部にあて、ネック
マーカー頸部のスリット部にオッシレータのブレード
を挿入するか、あるいは大腿骨頸部にマーキング
を行い切除位置を決めた上で、大腿骨頸部の
骨切りを行います。

A-1 大腿骨頸部の骨切り

　箱ノミまたはパイロットリーマーを使用して、
大腿骨近位部の転子窩近傍にリーミングのため
のパイロット孔を設けます。ステムの位置が内反位
にならないよう、箱ノミもしくはパイロットリーマー
の中心軸を大腿骨髄腔の軸に一致させること
が重要です。

箱ノミ（S）
（C-40）
箱ノミ（L）
（C-41）

リーマ・ドライバー

パイロットリーマー
（C-39）

φ
26

－5

＋5
＋3

－4
±
0

φ
22

ネックマーカー
（C-29～36）

AHFIX Q ステム
STD

AHFIX Q ステム
NAR

切除位置

ハンマー
（C-45）

テーパーリーマーはAHFIX Qステム STDとAHFIX Qステム NARと兼用です。ただし、ブローチにおいて
はAHFIX Qステム STD及びAHFIX Qステム NARそれぞれに専用のブローチが用意されています。AHFIX 
Qステム STD及びAHFIX Qステム NARの実寸は、同一番号のブローチより片側0.1mm大きくなっています。
　したがって、使用予定のステム
番号と同一番号のブローチ及び
テーパーリーマーを使用後に、同
一番号のステムを打ち込みます。

ステムのサイズとブローチのサイズについて

標準的操作

（例）使用予定のステムサイズが5の場合

⑤のテーパー
リーマー

⑤の
AHFIX Qステム NAR用ブローチ

⑤の
AHFIX Qステム STD用ブローチ

5の
AHFIX Qステム STD

5の
AHFIX Qステム NAR

AHFIX Qステム STD

AHFIX Qステム NAR

骨質が悪い場合など、AHFIX Qステム STD
もしくはAHFIX Qステム NARが小さな打
込み力で容易に入りそうな場合や、必要以上
に深く入りそうな場合が予想されるときは、以
下の対応が効果的と考えます。

テーパーリーマー①及びブローチ
①よりリーミング及びラスピングを
開始し、テーパーリーマー④及び
ブローチ④までリーミング及びラス
ピングを行なう。その後、テーパー
リーマー⑤及びブローチ⑤を使用
してリーミング及びラスピングを行
ない、ステムを設置する。

骨粗しょう症などの場合

①所定のラインまでラスピングする。
②ネックトライアルを取り付け、
    整復して脚長および頸部長さを確認する。

③カルカリーマーで
　リーミングする。

予定（目標）サイズの1つ前の
番号のブローチでとどめる

④ブローチを最終まで打ち込まず、
　2mm程度残す。

1つアップして予定（目標）の
ブローチでラスピングする

⑤ステムを所定ライン
　まで打ち込む。

予定（目標）のステム
を打ち込む

所定のラインまで
ラスピングする

1つ前の番号の
ブローチ

2mm
ステムのポーラス部
上端と骨切除ライン
が揃うまで打ち込む
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AHFIX Q ステム

大腿骨頸部の
切除面

目立て最終面

ブローチハンドル
(C-44)

カルカーリーマー
による形成部分

　ブローチは、目立て最終
面が大腿骨頸部の切除
面と一致するまで打ち込
むことが基準です。

リーマー
ハンドル
（C-43）

テーパーリーマー
(C-49～56)

　

ステムの設置が内反位にならないよう、リーミング時

には大腿骨軸の方向を正しく確保してください。

注  意

　テーパーリーマーを入れる深さは、テーパーリーマ
ーにマーキングしてある線が、大腿骨頸部切除面
の内側と一致する位置が基準です。

A-2 大腿骨髄腔のリーミングとラスピングA-2 大腿骨髄腔のリーミングとラスピング

テーパーリーマーとブローチは、それぞれできる限り小さい番号から順次使用して、少しずつリーミングおよびラス
ピングしてください。また、リーミングとラスピングは、それぞれ交互に行ってください。

（例）使用予定のステムサイズが5の場合

テーパーリーマー①で
リーミングする

テーパーリーマー⑤で
リーミングする

5のステムを打込むブローチ⑤で
ラスピングする

これを①から④まで繰り返す

テーパーリーマー①と同一
番号のブローチ①でラス
ピングする

〔レバー〕

ブローチハンドル
(C-44)

ブローチ
 S-1～8 (N-1～8)

マーキング

カルカーリーマー
による形成部分
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大腿骨頸部の
切除面

目立て最終面

ブローチハンドル
(C-44)

カルカーリーマー
による形成部分

　ブローチは、目立て最終
面が大腿骨頸部の切除
面と一致するまで打ち込
むことが基準です。

リーマー
ハンドル
（C-43）

テーパーリーマー
(C-49～56)

　

ステムの設置が内反位にならないよう、リーミング時

には大腿骨軸の方向を正しく確保してください。

注  意

　テーパーリーマーを入れる深さは、テーパーリーマ
ーにマーキングしてある線が、大腿骨頸部切除面
の内側と一致する位置が基準です。

A-2 大腿骨髄腔のリーミングとラスピングA-2 大腿骨髄腔のリーミングとラスピング

テーパーリーマーとブローチは、それぞれできる限り小さい番号から順次使用して、少しずつリーミングおよびラス
ピングしてください。また、リーミングとラスピングは、それぞれ交互に行ってください。

（例）使用予定のステムサイズが5の場合

テーパーリーマー①で
リーミングする

テーパーリーマー⑤で
リーミングする

5のステムを打込むブローチ⑤で
ラスピングする

これを①から④まで繰り返す

テーパーリーマー①と同一
番号のブローチ①でラス
ピングする

〔レバー〕

ブローチハンドル
(C-44)

ブローチ
 S-1～8 (N-1～8)

マーキング

カルカーリーマー
による形成部分

パイロット 
リーマー

テーパーリーマー／ブローチ

①／ STD用1 
NAR用1 ②／ STD用2 

NAR用2 ③／ STD用3 
NAR用3 ④／ STD用4 

NAR用4 ⑤／ STD用5 
NAR用5 ⑥／ STD用6 

NAR用6 ⑦／ STD用7 
NAR用7 ⑧／ STD用8 

NAR用8
STD STD STD STD STD STD STD STD

NAR NAR NAR NAR NAR NAR NAR NAR

STD1／NAR１ STD2／NAR2 STD3／NAR3 STD4／NAR4 STD5／NAR5 STD6／NAR6 STD7／NAR7 STD8／NAR8

ステム
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AHFIX Q ステム

A-2 大腿骨髄腔のリーミングとラスピング

ブローチハンドル
(C-44)

A-3 カルカーの形成

　大腿骨頸部の切除面を仕上げる場合は、
カルカーリーマーをリーマーハンドルあるい
はリーマ・ドライバーに取り付け、大腿骨髄腔
内に残されているブローチ頂部のシャフトにカ
ルカーリーマーの中央部をはめ込んで端面を
リーミングします。

〔シャフト〕
カルカーリーマー（C-37～38）

カルカーリーマー（C-37～38）

ブローチ

ブローチ  S-1～8 （N-1～8）

 S-1～8 （N-1～8）

リーマ・ドライバー

カルカーリーマー
による形成部分

ブローチ上端面

リーマーによる
形成部分

ブローチによる
掘削部分

　カルカーリーマーは、ラージとエキストララージ
の2種類が用意されており、内側皮質の厚みに
応じて選択します。

カルカーリーマー（ラージ）
（C-37）

カルカーリーマー（エキストララージ）
（C-38）

　ブローチは、ステムトライアルとしても使用します。
　予定サイズまでリーミングおよびラスピングを
終えたのち、ブローチを大腿骨髄腔内に残した
まま、ブローチハンドルを取り外します。

　パイロット孔よりテーパーリーマーおよびブローチを使用して、髄
腔内壁をリーミングおよびラスピングします。骨質がやわらかい
場合は、感触を確かめながら、テーパーリーマー①および
ブローチ1から順に大きいサイズのものを使用し、少しず
つ削る要領でリーミングおよびラスピングを進めてく
ださい。なお、骨質が良好な場合は、リーマ・ド
ライバーとの併用で実施してください。
　使用予定のステムと同じ番号の
テーパーリーマーおよびブローチ
まで、リーミングおよびラスピン
グを行ないます。

テーパーリーマー
(C-49～56)

マーキング

リーマーハンドル(C-43)

　
骨質の影響などで削りにくい部分があるときは、フリーラスプを
慎重に使用して削ってください。過度に削るとステムの固定性
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注  意

フリーラスプ
(C-42)
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A-2 大腿骨髄腔のリーミングとラスピング
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腔内壁をリーミングおよびラスピングします。骨質がやわらかい
場合は、感触を確かめながら、テーパーリーマー①および
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注  意
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　ネックトライアルを、大腿骨髄腔内に残されて
いるブローチ頂部のシャフトに取り付けて、仮整復
を行います。
　ネックトライアルは、ネックサイズにより色分けさ
れています。

A-4 ネックトライアルの装着

　仮整復が終わりましたら、ブローチハンドルを再
び取り付けて、ハンマーもしくはスライドハンマー
を使用してブローチを抜去します。

ブローチハンドル
(C-44)

スライドハンマー
（C-47）

A-5 大腿骨ステムの挿入

　ステム・ショルダー部に設けられた四角形の溝
に、ステムホルダーの先端を合わせます。
　ステムホルダーをステム・ショルダー部の溝に
嵌めたまま、ステムホルダー手元部の天板を回し
て、ステム・ショルダー部の溝に設けられたネジ部
に確実に固定します。

　ステム挿入後、大腿骨髄腔か
らステムの抜去が必要になった
場合には、抜去補助器をステム
打込棒手元部の天板に取り付
けて、スライドハンマーを使用し
て抜去します。

　ハンマーでステムホルダー手元部の
天板を槌打して、ステムを打込みます。
最終打込み深さは、ポーラス部の
上面が目安ですが、骨質によって
適宜調整してください。

ステムホルダー
（C-46）

ステムホルダー
（C-46）

　

ステムとステムホルダーとの間にガタツキがないよ

うに、手元部の天板を最後まで回して確実に固定

してください。ステムホルダーへの固定が不完全な

ままステムを打込みますと、ステムホルダー先端の

ネジ部が破損する恐れがあります。

注  意

隙間がないことを確認

ハンマー
（C-45）

スライドハンマー
（C-47）

抜去補助器
（C-48）

ステムホルダー
（C-46）

φ２２mm/-4
（C-4：青色）

φ２２mm/±0
（C-5：銀色）

φ２２mm/+3
（C-6：緑色）

φ２６mm/-5
（C-12：青色）

φ２６mm/-3
（C-13：茶色）

φ２６mm/±0
（C-14：銀色）

φ２６mm/+5
（C-16：緑色）

φ２６mm/+3
（C-15：薄茶色）

φ２８mm/+6
（C-26：緑色）

φ２８mm/+3
（C-25：薄茶色）

φ２８mm/±0
（C-24：銀色）

φ２８mm/-3
（C-23：茶色）

φ２８mm/-6
（C-22：青色）

天板
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　ステムにボールトライアルを取り付けて、仮整
復を行います。
　仮整復後に、ボールトライアルがステムから抜
けなくなった場合は、ボールトライアルリムーバー
をご使用ください。

A-6 仮整復

A

L

縦型ヘッドリムーバーの取り扱い要領

縦型ヘッドリムーバーも用意されており、ボール

トライアルの抜去に利用できます。ハンドルAを

左回転させ、距離Lをほぼ0（ゼロ）近くにしま

す。その後、ステム頸部とボールトライアルとの

間に縦型ヘッドリムーバーの先端（U型形状）

部を差し込み、ハンドルAを右回転させますと、

ボールトライアルを簡単に外すことができます。

縦型ヘッドリムーバーを使用する場合、外れた

ボールトライアルを落下させないよう、ボールトラ

イアルを手で包むようにして、抜去操作をしてく

ださい。

＊縦型ヘッドリムーバーは、AHFIX Qステム専用
器具セットの中に準備しておりません。ご必要の
際は、別途お問い合わせください。

縦型ヘッドリムーバー＊

ボールトライアルリムーバー
（C-27）

ボールトライアル
 C-1～3（φ22用）
 C-7～11（φ26用）（C-17～21（φ28用））

ボールトライアル
 C-1～3（φ22用）
 C-7～11（φ26用）（C-17～21（φ28用））

ハンマー
（C-45）

縦型ヘッドリムーバー＊

A-7 骨頭ボールの嵌合

　骨頭ボールをステム・テーパー部に回転させながら挿入したのちに、
専用のボールインパクターを使用して、ハンマーで軽く槌打してください。

ハンマー
（C-45）

ボールインパクター
（C-28）

　

・セラミックス製骨頭ボールとステム・テーパー部との嵌合部には、小さな

骨片などの異物が噛みこまないよう、充分ご注意ください。異物が噛み

こむと、セラミックス製骨頭ボールの強度が低下するおそれがあります。

・骨頭ボールとステム・テーパー部が正しく嵌合するよう、骨頭ボールの

取り付けにあたっては、骨頭ボールを回転させながら挿入して嵌合を確

かめながら行なってください。

注  意

　

・セラミックス製骨頭ボールを金属ハンマーなどで直接槌打することは絶

対に避け、専用のボールインパクターを使用して槌打してください。セラ

ミックス製骨頭ボールの表面にキズ・亀裂などが生じると、強度が低下

したり、破損するおそれがあります。

注  意

　

骨頭ボールを装着したステムの打ち込みは、絶対行なわないで下さい。

ボールを装着した状態でステムを打ち込むと、ボールが破損する恐れが

あります。

注  意

骨頭ボール
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B-1 使用骨頭サイズの確認 B-2 仮整復

　摘出された骨頭の外径を測定します。測定し
た外径と同じサイズのデュアルカップトライアルに
カップトライアルハンドルをねじ込みます。

　デュアルカップトライアルをボールトライアルもし
くは骨頭ボールに「パチン」と音がするまで押し
込んで装着します。デュアルカップトライアルが正
しく装着されていることを確認してください。

デュアルカップトライアル
（T-3～２０)

カップトライアルハンドル
（T-2）

※骨頭摘出器が用意
されており、骨頭の
摘出に利用できます。

骨頭摘出器
（T-1）

　寛骨臼にデュアルカップトライアルを挿入して、
使用する骨頭サイズの確認を行います。

　仮整復を行い、インプラントの可動域と安定性
を確認します。

　デュアルカップトライアルを取りはずす際は、
ステムネック部にインピンジさせ、テコの原理で力
を加えることにより取りはずしてください。デュアル
カップトライアルは合成樹脂製ですので、ステム
ネック部を傷つけることはありません。

デュアルカップトライアル
（T-3～２０)

ボールトライアル
（C-1～3（φ22用）)

人工骨頭を使用の場合
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B-3 デュアルカップCLDCSの装着

　骨頭ボールがステムに完全に嵌合しているこ
とを確認します。
　デュアルカップCLDCSを骨頭ボールに「パチン」
と音がするまで押し込んで装着します。
　デュアルカップCLDCSが正しく装着されている
ことを確認してください。

①カップはずし器を骨頭ボールとデュアルカップ
CLDCSの間に挿入します。

②カップはずし器をデュアルカップCLDCS側に押し
込みます。カップはずし器に指をかけ、デュアル
カップCLDCSと共に握ると容易に押し込めます。

③カップはずし器が押し込まれると、デュアルカップ
CLDCSを取りはずすことができます。

デュアルカップCLDCSを取りはずす場合

再置換術等の際に、デュアルカップ-05を取りは
ずす場合は、Cリング用鉗子を使用してCリングを
取りはずすことにより、デュアルカップ-05を骨頭
ボールから取りはずすことができます。

デュアルカップ-05（旧製品）を取りはずす場合

カップはずし器＊

カップはずし器を使用するとデュアルカップCLDCS
の内面に傷が付くことがあります。一度はずしたデュア
ルカップCLDCSを再度使用することはできません。

＊カップはずし器は、デュアルカップCLDCS専用器具セットの中に準備しておりません。
  ご必要の際は、別途お問い合わせください。

＊Cリング用鉗子は、デュアルカップCLDCS専用器具セットの中に準備しておりません。
  ご必要の際は、別途お問い合わせください。

注  意

Cリング用鉗子＊Cリング



※このカタログは環境にやさしい大豆インキを使用しています。

■禁無断転載、複写

〔2007年12月新版〕F1T100819T  T-876  005685


