
) JA (  日本
表紙
トンプソン開創器
妥協のない露出

トンプソン技術：前腰椎リングシステム/  高度なMIS ALIF アクセス
「トンプソンの前腰椎リングシステムは、最小の切開サイズで安定した正中線の脊柱露出を実現しな
がら、前側の脊柱を最大限露出させるための、シンプルで安全で直感的なプラットフォームを提供し
ます。」
- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS

ページ２
Jonathan E. Schoeff, MD, FACS

Dr. Schoeffは、University of Cincinnatiで研修を修了した、理事会認定の一般外科医です。Denver, 
COでの彼の外科診療所は、腰椎、胸腰椎、胸椎、および複雑な矯正頸椎を含む前方脊柱の露出を専
門としています。ますます細分化された介護の時代に、彼の脊柱の露出に対する診療の着目は、前方
脊柱への低侵襲的アプローチに向けられた技術の著しい進歩を可能にしました。

思考のリーダー、教育者、革新者として、前方脊柱空間についての理解と、安全で効果的で効率的な
正中線の脊柱露出の必要性は、外科用開創器設計のマーケットリーダーであるトンプソン開創器との
共同研究の基盤を提供しました。Thompson Anterior Lumbar Ring Systemとなるに至ったこの共同
作業は、限られた組織の外傷を伴う小さな皮膚切開を通して、脊柱の露出を最大にしながら、開創器
の設置面積を最小にすることを目的とした、伝統的なリングフレーム開創器の重要な進化を表してい
ます。

リングフレームに精通している外科医はAnterior Lumbar Ring Systemが信じられないほど直観的
で、他のリングと同じように機能しながら、著しい改善があることを見出すでしょう。 合理化された
セットアップには、ワンピースのレールクランプとエクステンションアーム、そしてリングの組み立
てとブレードの角度調整の両方のための1つのツールが含まれており、Thompson AL Ring Systemを
素早く簡単に組み立てることができます。

安全なリトラクション
ロープロファイルサークルジョイントは、開創器のハンドルに強くて安全な付属品を提供すると共
に、リングフレームを簡単に着脱できます。

安定した左右両側設定
汎用性の高いエクステンションアームは、手術部位周辺の作業領域を最大化しながら、リングフレー
ムを安定させ、非常にロープロファイルを維持します。

Free 及びDual Angleハンドル
正確な触覚ブレードの位置決めを可能にします。Dual Angleハンドルは、ブレードの角度をさらに微
調整することができます。

注：可能な限り最高の製品を提供できるよう絶えず努力していますが、このユーザーマニュアルの画
像の一部は受け取った製品とは多少異なる場合があります。

通知：Thompson Retractorは無菌状態で提供されています。清掃、滅菌、お手入れについての説
明、および追加の警告と注意については、Thompson Retractor IFUを参照してください。

質問もしくは追加情報：+1-231-922-0177

ページ３
Anterior Lumbar Ring System + Advanced MIS Blade Kitの部品
システム通知：Elite Rail ClampとExtension Armは別々の部品として注文することができ、情報につ
いてはお電話ください。

ウェブサイトをご覧ください：hompsonsurgical.com

ページ４
フレーム設定

（オプション）ジャクソンフレームアダプタ
ジャクソン脊柱テーブルを使用する場合は、ジャクソンフレームアダプターを右腋窩（アームボード
のすぐ隣）と左上腿/臀部（垂直切開の中点または横切開のレベルより10〜12インチ下）に取り付け
ます。
コツ：ベッドシーツなどでクランプを覆わないでください。

ステップ1：レールクランプを取り付ける
Elite Rail Clamp with Extension Armをアームボードに隣接する患者の腋窩近くの滅菌ドレープの上
のレールに置き、上部ノブを時計回りに回して締めます。テーブルの反対側、大腿上部付近、切開の
中点より10〜12インチ下で繰り返します。
ジョイントハンドルを裏返してロックすることで、エクステンションアームを所定の位置に固定し
ます。
コツ：手術室のベッドレールに取り付ける前に、エクステンションアームを手術室看護師またはアシ
スタントがまっすぐに伸ばし、黒いノブを約90％締めて部分的に固定します。次に、エクステンショ
ンアームが「動く」のを防ぎ、レールクランプの「邪魔になる要因」を減らすため、Elite Rail Clamp
を固定した状態でエクステンションアームを患者の上に一時的に乗せます。
注意：神経の損傷を防ぐため、フレーム部品で患者の体を圧迫しないでください。

ステップ2：リングを組み立てる

リングの半分同士を接続し、六角ツールを使用して両側のネジを締めて固定します。
コツ：この手順は、必要に応じて、機器の初期カウント中に実行できます。

ページ５
フレーム設定（続き）

ステップ3：リングを取り付ける
最初の関節アームのヒンジジョイントにリングを置きます。六角ツールを使用して締めます。 2番目
の関節アームで繰り返します。
リングの一般的な向きは腹部の正中線で、切開の頭側の範囲からわずかにずれている必要がありま
す。
コツ：再調整は、3レベルまでの露出には必要ありません。レベル数が増えるに連れ、頭側変位は減
少するはずです。
コツ：エクステンションアームのジョイントをリングのネジの溝を覆うように配置して、露出したリ
ングの100％を利用できるようにします。

ステップ4：クリップオンジョイントを取り付ける
スライド式のTハンドルを反時計回りに回して、円のジョイントを緩めます。クリップ4〜6の円形ジ
ョイントを輪にして均等に間隔をあけて置きます。

ページ６
ハンドルとブレード

ハンドルへの開創器ブレードの取り付け
プランジャーを押してブレードニップルを挿入して、選択したブレードを選択したハンドルに取り
付けます。プランジャーを押してブレードを外し、「旋回」位置と「ロック」位置の間で切り替え
ます。
挿入図：1 - 回転； 2 - ロック

ジョイントにハンドルを取り付ける
サークルジョイントの側面にはめ込んでハンドルを取り付けます。 スライドするTハンドルを時計回
りに回して、ハンドルを所定の位置に固定します。

Free Angleハンドル
六角ツールをフリーアングル機構に配置し、ブレードを目的の位置に配置することで、ブレードに自
由に角度を付けることができます。六角ツールを時計方向に回して、機構を締めてブレードを固定し
ます。これは、ハンドルがフレームに固定される前後に行うことができます

Dual Angleハンドル
前のステップで説明したようにフリーアングル機構を使用してブレードを位置決めして締め付けた
後、六角ツールを使用してリブ付きQuick Angle機構（QA）を上下に回転させることで、追加の精
密な角度を実現できます。
注意：Quick Angleの回転を1/4回転以内に制限してください。
 QA機構の1回転= 24°の角度。
挿入図：QA (Quick Angle)

ページ７
高度なMIS技術

ステップA：切開
ナイフは、通常長さ4〜6センチメートルの間で、皮膚の切開をするために使用されます。これは、大
部分の単一レベルのL5 / S1癒合（ビキニカット）に対しては横方向に、L5より上のすべての癒合（L4 
/ 5、L3 / 4など）または任意の複数レベルの癒合に対しては垂直に向けられています。
コツ：既存の瘢痕が存在する場合は、方向に関係なく皮膚切開を使用することをお勧めします。
挿入図：頭（上矢印）。 つま先（下矢印）

ステップB：切開直筋膜（前直腸鞘）
垂直皮膚切開の場合：皮下弁を持ち上げて、パラメディウム切開（最も一般的には左側）筋膜切開を
焼灼で行います。
横方向皮膚切開の場合：横方向の筋膜切開を行い、続いて筋膜弁を持ち上げます。（ファン年スティ
ール型切開法）

B1：腹直筋の露出
B2：筋膜

ステップC：前のページで説明したようにリングフレームを設定します

ステップD：直腸を動員して引き込む
垂直皮膚切開および筋膜切開術の場合：腹直筋の正中線付着物が解放され、筋が横方向に引き込まれ
ます。
横方向切開の場合：筋肉は正中線で動員されます。その後、筋肉は横方向に引き込まれます。
D1：前直筋鞘
D2：後直筋鞘

ステップE：腹膜と尿管を動員する
腹膜嚢は外側腹壁から鈍的に動員され、内側に引き込まれます。
尿管もまた識別され、動員され、そして腹膜嚢と共に引き込まれます。
E1：ペリトニウム
E2：尿管

ステップF：血管を動員して引き込む
血管は動員され引き込まれます。 Ｌ４/５以上の露出中、切開は典型的には血管の側面に沿って行わ
れ、一方でＬ５/Ｓ１空間の切開は典型的には腸骨血管の内側で行われます。分節穿孔器を結紮しま
す。
F1：左総腸骨静脈
F2：シルクネクタイが近位にある早期分岐回腸腰静脈
F3：左総腸骨動脈

ステップG：脊柱の露出を確定し、正中線をマークします
開創器は正中線の脊柱を露出するように配置されます。 脊柱/椎間板の正中線は、蛍光透視法を使用
して識別され、焼灼でマークされます。 次に脊柱処置が行われます。

ステップH：開創器を取り外して創傷を閉じる
開創器を取り除いた後、血管、腹膜、および尿管を通常の位置に戻すことができます。 
血管系、次に軟組織構造を確認するために配置の順序を逆にします。その後、外科医の必要に応じた
方法で創傷を閉じます。

裏表紙
シンボルの凡例：
メーカー認可EC代表CEマーク警告/注意事項滅菌済み



Thompson Techniques:

ANTERIOR LUMBAR RING SYSTEM / ADVANCED MIS ALIF ACCESS

Uncompromised Exposure™

“Thompson’s Anterior Lumbar Ring System provides a simple, safe, and intuitive  

platform to achieve consistent midline spine exposure using minimal incision size  

while affording maximal exposure of the anterior spine.”

- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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THOMPSON TECHNIQUES  /  BIO + FEATURES + SYSTEM COMPONENTS

Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Dr. Schoeff is a board-certified general surgeon, who completed his residency training at the 

University of Cincinnati. His surgical practice in Denver, CO is dedicated to anterior spine 

exposure, including lumbar, thoracolumbar, thoracic, and complex revisional cervical. In this era of 

increasingly subspecialized care, his practice focus on spine exposure has allowed for significant 

advances in techniques, directed at minimally invasive approaches to the anterior spine. 

As a thought leader, educator, and innovator, his understanding of the anterior spine space and 

the need for safe, effective, and efficient midline spine exposure provided a basis for collaboration 

with Thompson retractors, the market leader in surgical retractor design. This collaborative 

effort, which culminated in the Thompson Anterior Lumbar Ring System, represents a significant 

evolution of the traditional ring frame retractor, aimed at minimizing retractor footprint while 

maximizing spine exposure, all through small skin incisions with limited tissue trauma.

Surgeons who are familiar with a ring frame will find the Anterior Lumbar Ring System incredibly 
intuitive, functioning similarly to other rings but with marked improvements. The streamlined set up 

includes one-piece rail clamp and extension arms, as well as one tool for both ring assembly and 
blade angling, making the Thompson AL Ring System quick and easy to assemble.

NOTICE

The Thompson Retractor is provided in a non-sterile 
condition. Reference the Thompson Retractor IFU for cleaning, 
sterilization, and care instructions, as well as additional 
warnings and cautions.

NOTE

As we continually strive to provide the best products possible, 
some of the images in this user manual may appear slightly 
different from the product received. 

Stable Bilateral Set-Up

Versatile extension arms stabilize 

the ring frame while maximizing the 

working area around the operative site, 

keeping an extremely low profile.

Free and Dual Angle Handles

Allows for precise, tactile blade 

positioning. Dual Angle Handles allow 

for additional micro-adjustments to 

the angulation of the blades. 

Secure Retraction

Low profile Circle Joints easily clip on 

and off the ring frame, while providing 

strong, secure attachment for retractor 

handles. 
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SYSTEM NOTICE

Additional components available, call for information.

Ordering Information
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SUGGESTED FRAME COMPONENTS AL ADVANCED MIS BLADE KIT #SL82026

REF QTY ITEM DESCRIPTION PART #

A 2
Elite III Rail Clamp with  

Extension Arm Fixed Hinge Joint
44616EFH

B 2 Ring Frame Half 13 ½" 44224

C 6 Circle Joint ½" x ¼" 42100

D 4 Free Angle Handle SL42102

E 2 Dual Angle Handle SL42101

F 2 Hex Tool 3⁄16" with T-Handle 60021

2 Instrument Case with Pin Mat 50000G

REF QTY ITEM DESCRIPTION PART #

1
Radiolucent Concave Renal Vein  

30mm x 60mm (1 1⁄8" x 2 3⁄8") 
SL44432

4
Radiolucent Concave Renal Vein  

18mm x 80mm (¾" x 3 1⁄8") 
SL44328

4
Radiolucent Concave Renal Vein  

18mm x 100mm (¾" x 4") 
SL44330

G 4
Radiolucent Concave Renal Vein  

18mm x 120mm (¾" x 4 ¾") 
SL44332

H 4
Radiolucent Concave Renal Vein  

 25mm x 180mm (1" x 7")
SL44358

4
Radiolucent Concave Renal Vein  

 25mm x 200mm (1" x 7 7⁄8")
SL44360

I 4 Radiolucent Reverse Tapered  
20mm x 140mm (¾" x 5 ½") SL44418

4 Radiolucent Reverse Tapered  
20mm x 160mm (¾" x 6 ¼") SL44422

1 Instrument Tray - Renal Vein Blades 50000RV

2 Radiolucent Fine Vessel 100mm (4") SL44370

J 2 Radiolucent  Fine Vessel 120mm (4 ¾") SL44372

2 Radiolucent  Fine Vessel 140mm (5 ½") SL44374

2 Radiolucent Fine Vessel 160mm (6 ¼") SL44376

2 Radiolucent Fine Vessel 180mm (7") SL44378

2 Radiolucent Fine Vessel 200mm (7 7⁄8") SL44380

1 Instrument Tray - Fine Vessel Blades 50000FV

2 Instrument Case - Base One Level 50000U1

2 Instrument Case - Lid 50000L

K 1 Lite Wand Xe 40020X

L 5 Lite Clip - Single Use ( Radiopaque ) 40024

1 Instrument Case - Lite Wand 50000LW
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Frame Set Up

THOMPSON TECHNIQUES  /  FRAME SET UP  

(Optional) Jackson Frame Adapter

If using a Jackson Spine Table, attach Jackson Frame 

Adapters at the right axilla ( directly adjacent to armboard ) 

and left upper thigh/hip (10 - 12" below mid-point of vertical 

incision or level of transverse incision.)

TIP: Avoid covering clamps with bedsheets, etc. 

Step 1: Attach Rail Clamps

Place Elite Rail Clamp with Extension Arm onto 

the rail over the sterile drape near the axilla of 

the patient, adjacent to armboard, and turn top 

knob clockwise to tighten. Repeat on opposite 

side of table, near the upper thigh, 10 - 12" 

below midpoint of incision. 

Secure extension arm in place by flipping the 

joint handle to lock.

TIP: Prior to attaching to OR bedrail, have 

scrub tech or assistant straighten the extension 

arm, partially locking it in place by tightening 

the black knob ~90%. The extension arm may 

then briefly rest on the patient while the elite 

bedrail clamp is secured, to avoid ‘flopping’ of 

the extension arm and reduce ‘fiddle factor’ of 

rail clamp.

CAUTION

Avoid compressing the patient’s body with 
frame components to prevent nerve damage.

Step 2: Assemble Ring

Connect ring halves and secure by tightening 

screw on each side using the hex tool. 

TIP: This step may be done during initial 

instrument counts, if preferred.
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Step 3: Attach Ring

Place ring in hinge joint on first Articulating Arm. Use hex tool to tighten. Repeat with second Articulating Arm.

General orientation of ring should be in midline of abdomen, slightly offset to the cephalad extent of incision. 

TIP: Readjustment should not be necessary for UP TO 3-level exposure; as number of levels increase, cephalad displacement 

should decrease.

TIP: Place Extension Arm joints so they cover groove for ring screws, allowing 100% of exposed ring to be utilized.

Step 4: Attach Clip-On Joints

Loosen circle joints by turning the sliding T-Handle counter-clockwise. Clip 4 - 6 circle joints on to ring, spaced evenly apart.

Frame Set Up ( Continued )
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THOMPSON TECHNIQUES  /  HANDLES AND BLADES + ADVANCED MINI-INCISION TECHNIQUE

Handles and Blades

Attaching Retractor Blades to Handles

Attach blade of choice to handle of choice by pushing plunger 

and inserting blade nipple. Push plunger to release blade and 

switch between 'swivel' and 'locked' positions. 

Attaching Handles to Joints

Attach handles by clipping into the side of the circle joint. 

Secure handle in place by turning the sliding T-handle 

clockwise.

Free Angle Handles

Blades may be angled freely by placing the hex tool in the free 

angle mechanism and positioning blade in desired location. 

Tighten the mechanism to secure blade in place by turning the 

hex tool clockwise. This may be done before or after handle is 

secured to the frame. 

Dual Angle Handles

After positioning and tightening blade using the Free Angle 

mechanism as described in the previous step, additional 

precise angling may be achieved by using the hex tool to 

rotate the ribbed Quick Angle mechanism ( QA ) up or down. 

1 - Swivel

2 - Locked

QACAUTION

Limit rotation of Quick Angle to less than one quarter turn.
One revolution of QA mechanism = 24º of angle.
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Advanced MIS Technique

Step F: Mobilize and Retract 
Vessels

Vessels are mobilized and retracted. 
During exposure of L4/5 or above, 
dissection is typically performed along 
the lateral aspect of the vessels, while 
dissection of the L5/S1 space typically 
is performed medial to the iliac vessels. 
Segmental perforators are ligated.

F1: Left Common Iliac Vein

F2: Early branching iliolumbar vein with 

silk tie proximally

F3: Left Common Iliac Artery

Step G: Finalize Spine Exposure 
and Mark Midline

Retractors are placed to provide 
midline spine exposure. The midline 
of the spine/disc is identified using 
fluoroscopy and marked with 
cautery. The spine procedure is then 
performed. 

Step H: Remove Retractor and Close Wound
Retractors are removed and the blood vessels, peritoneum, and ureter are allowed to return to their normal position. Reverse sequence 
of placement to check vasculature, then soft tissue structures. The wound is then closed using the surgeon’s preferred method.

Step E: Mobilize Peritoneum and 
Ureter

The peritoneal sac is bluntly mobilized 
from the lateral abdominal wall and 
retracted medially. 

The ureter is also identified, mobilized, 
and retracted along with the 
peritoneal sac. 

E1: Peritonium

E2: Ureter

Step A: Incision

A knife is used to make a skin incision, 
usually between 4-6cm in length. It 
is oriented transversely for the vast 
majority of single level L5/S1 fusions  
( bikini cut ) and vertically for all 
fusions above L5 ( L4/5, L3/4, etc. ) or 
any multi-level fusions. 

TIP: When a pre-existing scar exists, 
it is preferable to use for skin incision, 
regardless of orientation.

Step B: Incise Rectus Fascia 
(anterior rectus sheath)

For vertical skin incisions: 
Subcutaneous flaps are elevated and a 
paramedian ( most commonly left sided )  
fascial incision is made with cautery. 

For transverse skin incisions: A 
transverse fascial incision is made, 
followed by elevation of fascial flaps  
( Pfannesteil-type dissection ). 

B1: Exposed Rectus Abdominus

B2: Fascia

Step C: Set Up Ring Frame as 
Described on Previous Pages

Step D: Mobilize and Retract 
Rectus

For vertical skin and fascial incisions: 
The midline attachments of the rectus 
abdominus muscle are released and 
the muscle is retracted laterally.

For transverse incisions: The muscle 
is mobilized in the midline. The muscle 
is then retracted laterally.

D1: Anterior Rectus Sheath

D2: Posterior Rectus Sheath

Head

Toe

B2

E1

E2

F3

F1

F2

D1

D2B1
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