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ヒューメラス

ステム

ロックボルト

PSS
アルミナ・ボール　

エクステンション

Modular
 ヒューメラス・コンポーネント4種類とエクステンションの
組み合わせにより15mm間隔で70mmから175mmまで
補綴部長を調整できます。
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Ｌ：補綴部長
   [単位:mm]

KLS（プロキシマル・ヒューメラス）専用器具

●1  リーマハンドル
●3  回旋止めマーカー

●4  回旋止めガイド
●2  ストレートリーマ

※ストレートリーマ＃8～＃13はストレートリーマセット
　のものを使用します。

●5  回旋止めやすり

●6  エキストラクター

●7  骨頭打ち込み器

●8  I型-六角へッド
　 トルクドライバー
    （20kgf・cm）

●9  T型-六角へッド
    トルクドライバー
    （30kgf・cm） ●11  テーパー抜去器

●10  骨頭打ち込み台

KLS（プロキシマル・ヒューメラス）トライアル
●A  ボール・トライアル

●B  ヒューメラス・トライアル

●E  ステム・トライアル（セメンテッドタイプ用）

●C  エクステンション・
　   トライアル

●D  ロックボルト・
　  トライアル

KLS System

●F  ステム・トライアル（セメントレスタイプ用）
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■ セメントレス・ステム使用時の注意点
セメントレス・ステムをご使用の際、以下の点につきご注意下さい。

＜リーミングについて＞
●リーミングを行う際は、ステム溶射部径より、0.5ｍｍ小さい径のストレートリーマを使用し、確実に70ｍｍの深さまでリーミング
して下さい。

＜トライアルの挿入について＞
●トライアルの挿入は用手的に行って下さい。ハンマー等による打ち込み設置は行わないで下さい。トライアルが抜去できなくなる
場合があります。

●トライアルの挿入が用手的に行えない場合は、リーミングが不十分な可能性があります。再度、ストレートリーマによるリーミング
を行い、確実に規定の深さまでトライアルを挿入して下さい。

＜ステムの挿入について＞
●切除長により、最狭部付近をステム溶射部が通過する場合には、ステムの挿入が困難となる場合があります。（下図参照。トライア
ルの溶射部径はステム溶射部径より0.5ｍｍ小さくデザインされています。）

●ステムの挿入が困難な場合は、ステム溶射部径と同寸のストレートリーマを用いたリーミング（25ｍｍ程度）を追加した後、再度
ステムの挿入を行って下さい。このリーミングによってもステムの挿入が困難な場合は、徐々にリーミングを追加して（25ｍｍ～
40ｍｍ程度）、ステムの挿入を行って下さい。

（ステムサイズ＃13を使用する場合）

ステム#13
ストレートリーマ13.0mmを
用いた追加リーミング

溶射部径13mm ※ステム＃13が挿入困難な場合

リーミング径12.5mmストレートリーマ
12.5mm トライアル#13

溶射部径12.5mm

リーミング径12.5mm

25mm
程度

ステム長

溶射部径

先端径

溶射部径

先端径

ステムトライアル

使用リーマ・サイズ及びトライアル・サイズ （単位：ｍｍ）
トライアル

リーマ・サイズ
トライアル名 溶射部径 先端径 ステム長

セメントレス・ステムトライアル 70 ＃8 7.5 7

70

7.5
セメントレス・ステムトライアル 70 ＃9 8.5 8 8.5
セメントレス・ステムトライアル 70 ＃10 9.5 9 9.5
セメントレス・ステムトライアル 70 ＃11 10.5 10 10.5
セメントレス・ステムトライアル 70 ＃12 11.5 11 11.5
セメントレス・ステムトライアル 70 ＃13 12.5 12 12.5

ステム・サイズ （単位：ｍｍ）
ステム

品名 溶射部径 先端径 ステム長
KLS-H：ステム ARC 8-70 8 7

70

KLS-H：ステム ARC 9-70 9 8
KLS-H：ステム ARC 10-70 10 9
KLS-H：ステム ARC 11-70 11 10
KLS-H：ステム ARC 12-70 12 11
KLS-H：ステム ARC 13-70 13 12
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はじめに上腕骨切除長に対し、対応するサイズの上
腕骨トライアル（ヒューメラス・トライアル●B 、エクステン
ション・トライアル●C 、ステム・トライアル●E もしくは●F、
ロックボルト・トライアル●D ）を組み立てます。
　ロックボルト・トライアル●Dの締め付けには、Ｉ型̶六
角ヘッドトルクドライバー（20kgf･cm）●8 を使用して下
さい。

〔上腕骨コンポーネントの補綴部長（Ｌ）〕
モジュラー方式を採用しているため、ヒューメラスとエ
クステンションの組合せにより15mm間隔で上腕骨切
除長に対応するインプラントの選択が可能です。

上腕骨トライアルの組み立て
1

　次にボール・トライアル●A  をヒューメラス・トライアルに
固定します。
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エクステンションヒューメラス上腕骨コンポーネント補綴部長（L）
［単位：mm］

［20kgf ・cm］
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上腕骨近位端の骨切り



■１で組み立てた上腕骨トライアルを上腕骨にあて、
切除ラインを電気メスでマーキングした後、オッシレーター
を用いて上腕骨近位部を切除します。
必要に応じ専用の骨やすりで切除面を平坦にします。

上腕骨近位端の切除
2

ストレートリーマを用いて髄腔をリーミングします。セメント
レス・ステムを使用する場合の上腕骨髄腔のリーミング
は、P.3のセメントレス・ステム使用時の注意点の項目を
参照して下さい。

上腕骨のリーミング
3

5

上腕骨近位端の骨切り
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１） 回旋止め部のマーキング
　上腕骨トライアルを骨髄腔内に用手的に挿入し、
ローテーションを考慮した上で適切な設置位置を決定
します。挿入したステムトライアル●E もしくは●Fの回旋
止め部にあたる部分を電気メスでマーキングします。

２） 回旋止め部の骨切り
　リウエル、サージアトーム等を使用し回旋止め部の
骨切りを行い、さらに回旋止めやすり●5  を用いて同部
を仕上げます。

上腕骨回旋止め部の骨切り
4

＊ 挿入した上腕骨トライアルの除去が困難な場合は、
エキストラクター●6  を用いてを除去します。

電気メスでマーキング

●6  

●4 ●3 

●5  

　回旋止めマーカー●3 にステム・トライアル●E もしくは
●Fと同じ先端径の回旋止めガイド●4をねじ込み組
み立てます。電気メスでマーキングした回旋止め部
に合うようにして回旋止めマーカー●3を上腕骨髄
腔内に挿入した後、ハンマーで追打し、骨に溝を付
けます。
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上腕骨近位端の骨切り



整復状態の確認
　組み立てた上腕骨トライアルを用手
的に設置し、仮整復を行います。

上腕骨トライアルの設置
1

2）骨頭ボールの固定
　組み立てた上腕骨コンポーネント
を骨頭打ち込み台●10 に設置します。
　骨頭打込み器●7を用いてPSSア
ルミナ・ボールをボール辺縁の面取り
部が上腕骨コンポーネント内側下方
に位置するようにしてテーパー部に
打込みます。

１）上腕骨コンポーネントを組み立て
　各コンポーネントをテーパー嵌合させた
後、ロックボルトを締め付け組み立てます。

インプラントの組み立て・設置
2

Step1
Ｉ型̶六角ヘッドトルクドライバー(20kgf･cm)●8 を
回転させ、カチッと音がするまで締め込みます。

Step2
Ｔ型̶六角ヘッドトルクドライバー(30kgf･cm)●9 を
回転させ、カチッと音がするまで締め込みます。

［20kgf ・cm］

［30kgf ・cm］

●7   

●10   

面取り部

正しく組み立てられたコンポーネントの
接合面には、テーパー嵌合が優先され
るため、0.5mm程度の間隙が生じます。

7

インプラントの設置
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3）インプラントの設置
　上腕骨コンポーネントは回旋止め部の
位置を合わせて、用手的に挿入します。
　挿入した上腕骨コンポーネントを骨頭
打ち込み器●7を使用して設置します。
　上腕骨コンポーネント設置後、ロックボ
ルトをT型－六角ヘッドトルクドライバー
（30kgf・cm）●9を用いて、再度カチッと音
がするまで締め込み、テーパー嵌合の確
認を行います。

　組み立てられたコンポーネントを分解する必要が生じ
た場合は、ロックボルトを除去した後に、各コンポーネント
の接合面部にテーパー抜去器●11を打ち込み、コンポー
ネントを分離することができます。

上腕骨コンポーネントの分解について
3

●7   

●11 

・コンポーネントの接合面部に打ち込んだテーパー抜去器を
こねるような操作は行わないで下さい。テーパー抜去器が
破損する恐れがあります。

注  意
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インプラントの設置
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