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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　椎骨本体に隣接して配置される板部材を椎骨本体に固定し、椎骨を正しい位置に位置決
めする留め具組立体において、
　頭部および下側部分を有する留め部材であって、前記下側部分は、骨部材との係合のた
めに前記頭部から延びている、留め部材と、
　前記留め部材の前記頭部に枢動連結された連結部材であって、当該連結部材は、前記頭
部を受け入れるための内側容器を画定する下側受入部分、および前記頭部から遠ざかるよ
うに前記下側受入部分から延びる柱を有し、前記柱が係止部材を係合するように構成され
、前記下側受入部分が、前記連結部材の外部と連通する少なくとも１つの側壁開口を画定
する、連結部材と、
　前記留め部材の前記頭部の周囲で、前記連結部材の前記容器内に配置される冠状体であ
って、当該冠状体は、前記連結部材の前記柱の周囲に位置する板部材と接触して配置する
ために、前記少なくとも１つの側壁開口と連通する座部分を含み、それによって前記板部
材を前記係止部材と前記座部分との間に固定する、冠状体と、を含み、
　前記冠状体は、前記少なくとも１つの側壁開口から前記連結部材内に受け入れられ、前
記連結部材の前記内側容器は、前記板部材から遠ざかる方向に開いた遠端開口を有し、前
記留め部材は、前記遠端開口から、前記容器内に受け入れられる、留め具組立体。
【請求項２】
　前記留め部材の前記下側部分がネジ付きのシャフトを含む、請求項１に記載の組立体。
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【請求項３】
　前記留め部材が、前記頭部と前記ネジ付きのシャフトとの間に、ネジ切りのない頸部部
分を含む、請求項２に記載の組立体。
【請求項４】
　前記頸部部分の周囲に位置して、前記連結部材と前記頭部の間に延びるクリップをさら
に含み、前記クリップが前記連結部材を通る前記頭部の通過を阻止することで前記連結部
材内に前記留め部材を保持するような大きさで作られる、請求項３に記載の組立体。
【請求項５】
　前記頭部が、当該頭部の周囲を延びる複数の隆線を有し、当該複数の隆線が前記冠状体
に向いて配置される、請求項１に記載の組立体。
【請求項６】
　前記板部材が前記係止部材で前記座部分に当てて固定されると、前記複数の隆線が前記
冠状体を係合させ、前記隆線と前記冠状体との間の前記係合により、前記留め部材が前記
連結部材に対して枢動することを阻止する、請求項５に記載の組立体。
【請求項７】
　前記冠状体の前記座部分が前記座部分から延びる複数のアームを有し、前記連結部材の
前記少なくとも１つの側壁開口が対向する開口窓を含み、前記複数のアームが前記対向す
る開口窓のそれぞれを通って位置する、請求項１に記載の組立体。
【請求項８】
　前記冠状体が前記座部分から延びるカップ部分を有し、前記カップ部分が容器を有し、
前記容器は、当該容器内に前記留め部材の前記頭部を受け入れるためのものである、請求
項７に記載の組立体。
【請求項９】
　前記冠状体が前記座部分を通って前記カップ部分の前記容器の中に延びる貫通孔を有す
る、請求項８に記載の組立体。
【請求項１０】
　前記柱が、周囲に前記係止部材をネジ式に受け入れるための外側ネジを有する、請求項
１に記載の組立体。
【請求項１１】
　前記係止部材が、中央の穴の周囲に延びる壁を有する本体を含み、前記中央の穴が、前
記係止部材が前記柱に係合させられると前記柱を受け入れ、前記壁が長穴を有し、前記長
穴が、前記壁を横断して通って前記穴へと延びて、前記穴と連通する、請求項１０に記載
の組立体。
【請求項１２】
　前記柱がその長さに沿って延びる対向した平坦表面を有し、これらが対向したアーチ形
のネジ付き表面によって相互接続される、請求項１に記載の組立体。
【請求項１３】
　前記柱が前記容器と連通する軸方向通路を画定する、請求項１に記載の組立体。
【請求項１４】
　脊椎の板取付システムにおいて、
　細長の板部材であって、上側表面と、脊柱に沿って配置可能な対向する下側表面との間
で、前記板部材を貫通して延びる少なくとも１つの開口を有する、板部材と、
　椎骨本体に隣接して配置される前記板部材を椎骨本体に固定し、椎骨を正しい位置に位
置決めする留め具組立体であって、前記板部材に係合可能な留め具組立体とを含んでおり
、
　前記留め具組立体は、
　柱および受入部分を有する連結部材であって、前記柱は前記少なくとも１つの開口を通
して配置可能であり、前記受入部分は、前記板部材の前記下側表面に隣接して配置可能で
あり、前記受入部分は容器を有し、前記受入部分が、前記連結部材の外部と連通する少な
くとも１つの側壁開口窓を画定する、連結部材と、
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　頭部および下側部分を有する留め部材であって、前記頭部は、前記受入部分の前記容器
内に枢動捕捉され、前記下側部分は、前記脊柱の骨構造を係合させるために、前記頭部か
ら延びる、留め部材と、
　前記容器内で前記頭部に隣接して配置された冠状体であって、前記板部材の前記下側表
面に沿って、前記連結部材を通って延びる座部分を有する、冠状体と、
　前記柱に係合可能な係止部材であって、前記板部材の前記下側表面を前記冠状体の前記
座部分と接触させて固定するように、前記板部材の前記上側表面と接触させて配置可能で
ある、係止部材と、を含み、
　前記冠状体は、前記少なくとも１つの側壁開口窓から前記連結部材内に受け入れられ、
前記連結部材の前記容器は、前記板部材から遠ざかる方向に開いた遠端開口を有し、前記
留め部材は、前記遠端開口から、前記容器内に受け入れられる、脊椎の板取付システム。
【請求項１５】
　前記座部分が前記少なくとも１つの側壁開口窓を通って突き出る、請求項１４に記載の
システム。
【請求項１６】
　前記連結部材が対向する側壁開口窓を有し、前記座部分が、前記対向する側壁開口窓の
それぞれを通って突き出る対向するアームを有する、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記留め部材の前記下側部分がネジ付きのシャフトを有する、請求項１４に記載のシス
テム。
【請求項１８】
　前記留め部材が、前記頭部と前記ネジ付きのシャフトの間にネジ切りのない頸部部分を
有する、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記頸部部分の周囲に位置して前記連結部材と前記頭部の間に延びるクリップをさらに
含み、前記クリップが前記連結部材を通る前記頭部の通過を阻止することで、前記連結部
材の前記容器内に前記留め部材を保持するような大きさで作られる、請求項１８に記載の
システム。
【請求項２０】
　前記頭部が、前記冠状体に隣接して、前記頭部の周囲を延びる複数の隆線を有する、請
求項１４に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記板部材が前記係止部材で前記座部分に当てて固定されるとき、前記複数の隆線が前
記冠状体と係合し、前記隆線と前記冠状体との間の前記係合により、前記留め部材が前記
連結部材に対して枢動することを阻止する、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記冠状体が前記座部分から延びるカップ部分を有し、前記カップ部分が中に前記留め
部材の前記頭部を受け入れるための容器を有する、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記冠状体が、前記座部分を通って前記カップ部分の前記容器の中に延びる貫通孔を有
する、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記柱が、周囲に前記係止部材をネジ式に受け入れるために、前記柱に沿って延びる外
側ネジを有する、請求項１４に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記係止部材が、前記柱を受け入れるために中央の穴の周囲に延びる壁を有する本体を
含み、前記壁が長穴を有し、前記長穴が、前記壁を横断して通って前記穴へと延びて、前
記穴と連通するする、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記板部材の前記少なくとも１つの開口が細長の長穴を有する、請求項１４に記載のシ
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ステム。
【請求項２７】
　前記板部材が、前記細長の長穴へと横方向に延びる通路を画定する棒受入部分を有し、
前記通路がそれを通る棒を受け入れる、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記板部材が前記上側および下側表面に沿ってアーチ形輪郭を有する、請求項１４に記
載のシステム。
【請求項２９】
　前記板部材が、当該板部材に沿って複数の長穴を有する、請求項１４に記載のシステム
。
【請求項３０】
　脊椎の板取付システムにおいて、
　縦軸に沿って延びる細長の板部材であって、前記板部材は少なくとも１つの開口を有し
前記開口は、上側表面と、脊柱に向かって配置可能な対向する下側表面の間で、前記板部
材を貫通して延びる、板部材と、
　椎骨本体に隣接して配置される前記板部材を椎骨本体に固定し、椎骨を正しい位置に位
置決め留め具組立体であって、前記板部材に係合可能な留め具組立体とを含んでおり、
　前記留め具組立体は、
　柱を含む連結部材であって、前記柱は、前記少なくとも１つの開口を通して配置可能で
あり、かつ前記板部材と係合可能であることにより、前記連結部材は、前記板部材に対し
て枢動せず、前記連結部材は、前記板部材の前記下側表面に沿って配置可能な受入部分を
含み、前記受入部分は、前記板部材から遠ざかる方向に開いた遠端開口を備える容器を有
し、前記受入部分が、前記連結部材の外部と連通する少なくとも１つの側壁開口窓を画定
する、連結部材と、
　頭部を含む留め部材であって、前記頭部は、前記受入部分の前記容器内で枢動的に捕捉
され、前記留め部材は下側部分を含み、当該下側部分は、前記脊柱の骨構造と係合するた
めに前記頭部から延び、前記柱が前記少なくとも１つの開口内で前記板部材に係合すると
、前記留め部材は、前記板部材および前記受入部分に対して枢動する、留め部材と、
　前記連結部材の前記容器内で、前記留め部材の前記頭部に隣接して配置され、前記板部
材の前記下側表面に沿って前記連結部材を通って延びる座部分を有する冠状体とを有し、
　前記冠状体は、前記少なくとも１つの側壁開口窓から前記連結部材内に受け入れられ、
前記留め部材は、前記遠端開口から、前記容器内に受け入れられる、脊椎の板取付システ
ム。
【請求項３１】
　前記留め具組立体が、前記柱に係合可能であり、前記板部材の前記下側表面を前記冠状
体の前記座部分と接触させて固定するように、前記板部材の前記上側表面と接触させて配
置可能である係止部材を有する、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記連結部材が前記容器の中へと開いた対向する前記側壁開口窓を有し、前記冠状体の
前記座部分が前記側壁開口窓を通って延びる、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記板部材の前記下側表面を前記座部分に当てて堅く係合させ、それによって前記冠状
体を前記留め部材の前記頭部に当てて係合させるために、前記係止部材が前記板部材の前
記上側表面と接触して配置されると、前記留め部材が前記受入部分内で非枢動係合する、
請求項３１に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記冠状体が前記座部分から延びるカップ部分を有し、前記カップ部分が前記留め部材
の前記頭部を受け入れるための容器を画定し、前記留め部材の前記頭部が、前記連結部材
内で前記留め部材を非枢動固定するように、前記カップ部分を係合させるための複数の隆
線を有する、請求項３３に記載のシステム。
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【請求項３５】
　前記板部材の前記下側表面を前記冠状体の前記座部分に当てて堅く係合させるように、
前記係止部材が前記板部材の前記上側表面と接触して配置され、前記留め部材が前記連結
部材内で枢動する、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記板部材の前記開口が、前記板部材の前記縦軸に沿って長く延びた少なくとも１つの
長穴を有する、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記上側表面が凹面になり、前記下側表面が凸面になるように、前記板部材が前記縦軸
に沿って曲げられる、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記板部材が、細長の棒を受け入れるための通路を画定する棒受入部分を有する、請求
項３０に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記少なくとも１つの開口が、前記通路に対して横方向に延びる細長の長穴である、請
求項３８に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記留め部材の前記下側部分が、ネジ付きのシャフトを有する、請求項３０に記載のシ
ステム。
【請求項４１】
　前記留め部材が、前記頭部から前記ネジ付きシャフトの遠端先端を通って延びる内腔を
有する、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記頭部が前記内腔と連通する工具係合用凹部を有する、請求項４１に記載のシステム
。
【請求項４３】
　前記連結部材が、前記柱を通って軸方向に延びて前記容器と連通する内側通路を有する
、請求項３０に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記通路の少なくとも一部が駆動用工具を係合させるように構成される、請求項４３に
記載のシステム。
【請求項４５】
　前記留め部材の前記頭部が前記容器と連通する工具係合用凹部を有する、請求項４３に
記載のシステム。
【請求項４６】
　前記留め具組立体が、前記留め部材の前記頭部の周囲に配置される前記容器内で冠状体
を有し、前記冠状体が前記連結部材の前記通路および前記留め部材の前記工具係合用凹部
と位置合わせ可能な貫通孔を有する、請求項４５に記載のシステム。
【請求項４７】
　椎骨本体に隣接して配置される板部材を椎骨本体に固定し、椎骨を正しい位置に位置決
めする留め具組立体において、
　近端部および遠端部分を有する留め部材であって、前記遠端部分は、骨部材との係合の
ために、前記近端部から延びる、留め部材と、
　前記留め部材の前記近端部に枢動連結される連結部材であって、前記連結部材は、縦軸
に沿って延び、内側容器を画定する下側受入部分を含み、前記内側容器は、前記近端部を
受け入れるために前記軸の周囲に延び、前記近端部から遠ざかる方向に前記軸に沿って前
記受入部分から延びる柱を含み、前記連結部材は、少なくとも１つの側壁開口窓を画定し
、当該少なくとも１つの側壁開口窓は前記連結部材の外部と連通する、連結部材と、
　前記柱に係合可能な部材と、
　前記連結部材の前記容器内で、前記留め部材の前記近端部に隣接して配置される冠状体
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であって、前記連結部材の前記柱に係合する前記部材と接触して配置するために、前記冠
状体は軸の周りで延びる座部分を含み、前記座部分は前記少なくとも１つの側壁開口窓と
連通する、冠状体と、を含み、
　前記冠状体は、前記少なくとも１つの側壁開口窓から前記連結部材内に受け入れられ、
前記連結部材の前記内側容器は、前記柱から遠ざかる方向に開いた遠端開口を有し、前記
留め部材は、前記遠端開口から、前記容器内に受け入れられる、留め具組立体。
【請求項４８】
　前記柱が、前記縦軸に沿って延びて前記受入部分の前記容器と連通する内側通路を有す
る、請求項４７に記載の組立体。
【請求項４９】
　前記留め部材が前記遠端部分に沿ってネジを付けられたシャフト、および前記近端部で
広げられた頭部を有する、請求項４７に記載の組立体。
【請求項５０】
　前記留め部材が、前記頭部と前記ネジ付きのシャフトとの間に、ネジ切りのない頸部部
分を含み、前記頸部部分の周囲に配置され、前記連結部材と前記頭部の間に延びる保持用
クリップをさらに有し、前記保持用クリップが遠端方向に配置した前記容器の開口の周囲
に前記連結部材をネジ式に係合させるネジ付き部分を有し、前記留め部材の前記頭部の周
囲に延び、前記連結部材内で前記留め部材を保持するために、前記頭部の通過を阻止する
ような大きさで作られて半径方向内側に延びるフランジを有する、請求項４９に記載の組
立体。
【請求項５１】
　前記頭部が、前記冠状体に向かう配置で、前記頭部の周囲を延びる複数の隆線を有する
、請求項４９に記載の組立体。
【請求項５２】
　前記部材が前記座部分に当てて固定されると、前記複数の隆線が前記冠状体を係合させ
、前記隆線と前記冠状体との間の前記係合により、前記留め部材が前記連結部材に対して
枢動することを阻止する、請求項５１に記載の組立体。
【請求項５３】
　前記柱が当該柱の長さの大部分に沿って滑らかである、請求項４７に記載の組立体。
【請求項５４】
　前記柱が当該柱の遠端部に隣接してネジ付きの輪郭を有し、前記部材が、前記座部分と
接触して前記ネジ付き輪郭とネジ式に係合可能な係止部材である、請求項５３に記載の組
立体。
【請求項５５】
　前記冠状体の前記座部分が軸の周りで延びるいくつかのアームを有し、前記連結部材の
前記少なくとも１つの側壁開口窓が軸の周りで延びるいくつかの側壁開口窓を有し、前記
いくつかのアームの各々が、前記いくつかの側壁開口窓のそれぞれ１つを貫通して配置さ
れる、請求項４７に記載の組立体。
【請求項５６】
　前記冠状体が前記座部分から延びて遠端方向に開いたカップ部分を有し、前記カップ部
分が前記留め部材の前記近端部を中に受け入れるための容器を有する、請求項５５に記載
の組立体。
【請求項５７】
　前記いくつかのアームが前記冠状体の周囲で円周方向に配分された少なくとも３つのア
ームを含み、前記いくつかの側壁開口窓が前記連結部材の周囲で円周方向に配分された少
なくとも３つの側壁開口窓を含む、請求項５５に記載の組立体。
【請求項５８】
　前記柱が円形の断面、およびその周囲に前記部材をネジ式に係合させるための外側ネジ
を有する、請求項４７に記載の組立体。
【請求項５９】
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　前記柱がネジ付き柱部分の遠端部の周囲で、放射状に延びる遠端の係合用部分を有し、
前記係合用部分が前記下側受入部分の近端部開口とネジ式に係合可能である、請求項４７
に記載の組立体。
【請求項６０】
　前記少なくとも１つの側壁開口窓が、前記柱の前記係合用部分を通って延びる、請求項
５９に記載の組立体。
【請求項６１】
　脊椎インプラントシステムにおいて、
　少なくとも１つの開口を有する板部材であって、前記開口が、上側表面と、対向する下
側表面との間で、前記板部材を貫通して延び、前記下側表面が、脊柱に向かって配置可能
である、板部材と、
　椎骨本体に隣接して配置される前記板部材を椎骨本体に固定し、椎骨を正しい位置に位
置決め留め具組立体であって、前記板部材に係合可能な留め具組立体と、を含んでおり、
　前記留め具組立体は、
　柱および受入部分を有する連結部材であって、前記柱が、前記少なくとも１つの開口を
通して配置可能であり、前記受入部分が、前記板部材の前記下側表面に沿って配置可能で
あり、前記受入部分が、容器および少なくとも１つの側壁開口窓を有し、当該少なくとも
１つの側壁開口窓が前記容器と連通する、連結部材と、
　頭部および遠端部分を有する留め部材であって、前記頭部が、前記受入部分の前記容器
内で枢動可能に受け入れられ、前記遠端部分が、前記脊柱の骨構造と係合するために、前
記頭部から延びる、留め部材と、
　前記容器内で前記頭部を枢動捕捉するために、前記容器の遠端方向に配置した遠端開口
内で前記連結部材に係合可能な保持用クリップと、
　前記容器内で前記留め部材の前記頭部の周囲に配置される冠状体であって、前記板部材
と接触して配置するために、前記冠状体は少なくとも１つの座部分を含み、前記座部分は
、前記少なくとも一つの側壁開口窓を通って延びる、冠状体と、
　前記板部材を前記座部分と接触して前記連結部材に固定するように、前記板部材と接触
して前記柱に係合可能な係止部材と、を有し、
　前記冠状体は、前記少なくとも１つの側壁開口窓から前記連結部材内に受け入れられ、
前記留め部材は、前記遠端開口から、前記容器内に受け入れられる、脊椎インプラントシ
ステム。
【請求項６２】
　前記柱が、前記柱の縦軸に沿って延びて前記受入部分の前記容器と連通する内側通路を
有する、請求項６１に記載のシステム。
【請求項６３】
　前記保持用クリップが、前記容器の前記遠端方向に配置した開口の周囲で前記連結部材
をネジ式に係合させるネジ部分を有し、前記留め部材の前記頭部の周囲に延び、前記連結
部材内で前記留め部材を保持するために、前記頭部の通過を阻止するような大きさで作ら
れて、半径方向内側に延びるフランジを有する、請求項６１に記載のシステム。
【請求項６４】
　前記冠状体の前記座部分が軸の周りで延びるいくつかのアームを有し、前記連結部材の
前記少なくとも１つの側壁開口窓が軸の周りで延びるいくつかの側壁開口窓を有し、前記
いくつかのアームの各々が、前記いくつかの側壁開口窓のそれぞれ１つを貫通して配置さ
れる、請求項６１に記載のシステム。
【請求項６５】
　前記いくつかのアームが、前記冠状体の周囲で円周方向に配分された少なくとも３つの
アームを含み、前記いくつかの側壁開口窓が、前記連結部材の周囲で円周方向に配分され
た少なくとも３つの側壁開口窓を含む、請求項６４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、骨の不整合の矯正において骨部材を望ましい空間的関係に安定させることで
１つまたは複数の椎骨レベルに沿って安定を与えるため、または脊椎もしくは他の骨の融
合のために使用するための整形外科インプラントシステムおよび方法に関する。インプラ
ントを骨構造に固定するために多軸留め具組立体が板部材、棒部材、または他の接合具も
しくはインプラントなどのインプラントに係合可能である。
【背景技術】
【０００２】
　整形外科手術、特に脊椎手術では、細長の部材（例えば平板または棒など）を骨に添え
ることでこれらを所定の位置に保持および支持することが長い間知られてきた。例えば、
損傷を受けた、病気の、奇形の、そうでなければ異常な、または傷ついた椎骨を融合させ
る手順において、椎骨は外科医によって正しい位置に位置決めされる。細長の平板が１つ
または複数の椎骨本体に隣接して配置され、ネジまたはボルトなどの骨留め具が平板を椎
骨本体に固定するために使用される。留め具と平板は相対的な移動を最小化または阻止す
るように互いに固定される。この方式で、椎骨本体は治癒のために適切な位置合わせで保
持および／または支持されることが可能である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　脊柱のうちの１つまたは複数の椎骨へのインプラントの配置および取付けを容易にし、
脊柱のうちの１つまたは複数の椎骨へのインプラントの様々な取付け様式を提供し、脊柱
のうちの１つまたは複数の椎骨へのインプラントの取付けに使用される留め具組立体に関
して多軸機能を与えるシステム、装置および方法に関するニーズが残っている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一態様によると、頭部および骨部材との係合のためにこの頭部から延びる下側部分を有
する留め部材（アンカー部材）を含む留め具組立体（アンカー組立体）が提供される。こ
の留め具組立体はさらに、留め具の頭部に枢動連結される連結部材を含む。この連結部材
は前記頭部を受け入れるための内側容器を画定する下側受入部分、および頭部から遠ざか
る方向で下側受入部分から延びる柱を含む。この柱は係止部材を係合させるように構成さ
れる。下側受入部分は連結部材の外部と連通する少なくとも１つの側壁開口を画定する。
この留め具組立体はさらに、留め部材の頭部の周囲で連結部材の容器内に配置される冠状
体（クラウン）を含む。この冠状体は、連結部材の柱の周囲に配置されるインプラント部
材と接触した位置決めのために少なくとも１つの側壁開口と連通する座部分を含み、それ
により、インプラント部材を係止部材と座部分の間に固定する。
【０００５】
　他の態様によると、脊椎の板取付システムは細長の板部材を含み、この板部材は上側表
面と、脊柱に沿って配置可能な対向する下側表面の間で板部材を貫通して延びる少なくと
も１つの開口を有する。このシステムはまた、板部材に係合可能な留め具組立体を含む。
この留め具組立体は、この少なくとも１つの開口を貫通して配置可能な柱、および板部材
の下側表面に隣接して配置可能な容器を含む受入部分を有する連結部材を含む。この留め
具組立体はこの受入部分の容器内に枢動捕捉される頭部、および脊柱の骨構造を係合させ
るためにこの頭部から延びる下側部分を備えた留め部材を含む。容器内でこの頭部に隣接
して冠状体が配置され、これは板部材の下側表面に沿って連結部材を貫通して延びる座部
分を有する。係止部材が柱に係合可能であり、板部材の下側表面を冠状体の座部分と接触
させて固定するために板部材の上側表面と接触して配置可能である。
【０００６】
　さらなる態様によると、脊椎の板取付システムは細長の板部材を含み、この板部材は縦
軸に沿って延び、上側表面と、脊柱に向かって配置可能な対向する下側表面の間で板部材
を貫通して延びる少なくとも１つの開口を有する。このシステムはさらに、板部材に係合
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可能な留め具組立体を含む。この留め具組立体は、この少なくとも１つの開口を貫通して
配置可能で、かつ、板部材に係合可能な柱を備え、それにより板部材に対して枢動しない
連結部材を含む。この連結部材は板部材から遠ざかる方向の容器開口を備えた受入部分を
有し、この受入部分は板部材の下側表面に沿って配置可能である。留め具組立体はさらに
、この受入部分の容器内に枢動捕捉される頭部を有する留め部材を含む。この留め部材は
脊柱の骨構造を係合させるために頭部から延びる下側部分を有する。この留め部材は、柱
が板部材の少なくとも１つの開口内で板部材に係合すると、板部材および受入部分に対し
て枢動する。
【０００７】
　一態様によると、頭部および骨部材との係合のためにこの頭部から延びる下側部分を有
する留め部材を含む留め具組立体が提供される。この留め具組立体はさらに、留め具の頭
部に枢動連結される連結部材を含む。この連結部材はこの頭部を受け入れるための内側容
器を画定する下側受入部分、およびこの頭部から遠ざかるように受入部分から延びる柱を
有する。この柱は係止部材を係合させるように構成される。受入部分は連結部材の外部と
連通するいくつかの開口を画定する。留め部材の頭部の周囲で連結部材の容器内に冠状体
が配置される。この冠状体は軸の周りで延びるいくつかの座部分を有し、これらの座部分
がいくつかの開口のそれぞれ１つを貫通して延びる。これらの座部分はインプラント部材
、または連結部材の柱の周囲に配置される係止部材のうちの少なくとも一方と接触して配
置される。
【０００８】
　別の態様によると、脊椎の板取付システムはインプラントを含み、このインプラントが
上側表面と、脊柱に沿って配置可能な対向する下側表面の間でインプラントを貫通して延
びる少なくとも１つの開口を有する。このシステムはさらに、このインプラントに係合可
能な留め具組立体を含む。この留め具組立体は、この少なくとも１つの開口を貫通して配
置可能な柱、およびインプラントの下側表面に向かって配置可能な受入部分を有する連結
部材を含む。この受入部分は容器を有し、柱は、柱の近端部から容器へと延びる通路を画
定する。この留め具組立体はさらに、この受入部分の容器内に枢動捕捉される頭部、およ
び脊柱の骨構造を係合させるためにこの頭部から延びる下側部分を有する留め部材を含む
。インプラントを脊柱に固定するために係止部材がインプラントの上側表面または受け入
れ部のうちの一方と接触して柱の取付け用部分に係合可能である。
【０００９】
　別の態様によると、脊椎の板取付システムは板部材を含み、この板部材は上側表面と、
脊柱に向かって配置可能な対向する下側表面の間で板部材を貫通して延びる少なくとも１
つの開口を有する。このシステムはさらに、この板部材に係合可能な留め具組立体を含む
。この留め具組立体はこの少なくとも１つの開口を貫通して配置可能な柱、および板部材
の下側表面に沿って配置可能な受入部分を有する連結部材を含む。この柱は受入部分の近
端部開口で受入部分とネジ切りによって係合する。受入部分が容器を有し、留め部材は受
入部分の容器内に枢動捕捉される頭部を有する。留め部材の下側部分はこの頭部から脊柱
の骨構造を係合させるために延びる。板部材を係止部材と受入部分の間で連結部材に固定
するように、係止部材が板部材の上側表面と接触して柱に係合可能である。
【００１０】
　別の態様によると、脊椎手術方法は、脊柱の少なくとも１つの椎骨にアクセスする工程
と、留め具組立体の留め部材をこの少なくとも１つの椎骨に係合させる工程（この留め具
組立体は留め部材の頭部周囲に枢動するように装着された受入部分、および受入部分から
近端方向に延びて受入部分を備えた留め部材に対して枢動する柱を備えた連結部材を有す
る）と、係合した留め部材に対してこの柱と受入部分を望ましい位置へと枢動させる工程
と、細長の板部材をこの柱の近端部周囲に位置決めする工程と、柱に沿って板部材を受入
部分に隣接する場所へと進ませる工程と、留め部材の頭部から連結部材を通して板部材を
冠状体に対して係合させる工程とを含む。
【００１１】
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　別の態様によると、脊椎手術方法は、切開を通じて脊柱の少なくとも１つの椎骨にアク
セスする工程、切開を通じて留め具組立体の留め部材をこの少なくとも１つの椎骨に係合
させる工程（この留め具組立体は留め部材に枢動するように装着された連結部材を含み、
連結部材は留め部材から近端方向に延びる柱を備える）、この柱を望ましい位置に配置さ
せるために、係合した留め部材に対して連結部材を枢動させる工程、細長の板部材をこの
柱の近端部周囲に配置する工程、柱に沿って板部材を留め部材に隣接する場所へと進ませ
る工程、板部材を冠状体に対して係合させる工程（この冠状体は連結部材内の留め具から
延び、連結部材の外部に位置する複数の座部分を有し、これらの座部分に対して板部材が
位置決めされることで連結部材内で留め部材を固定する）を含む。
【００１２】
　これら、およびその他の態様が以下でさらに検討される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の原理の理解を促進する目的で、ここで参照が本明細書に例示された実施形態に
為され、これらを説明するために特定の専門用語が使用される。それでもやはり、これら
によって本発明の範囲の限定が意図されないことは理解されるであろう。説明される処理
過程、システムまたは装置のどのような代替例およびさらなる変更例も、ならびに本明細
書に述べられる本発明の原理のどのようなさらなる応用例も、本発明が関連する当業者に
普通に生じると意図される。
【００１４】
　板部材または接合具などのインプラントを脊柱の１つまたは複数の椎骨に固定するため
の多軸留め具組立体が提供される。この留め具組立体は連結部材の受入部分に枢動連結さ
れる留め部材を含む。連結部材はインプラントをその周囲で受け入れるために留め部材か
ら近端方向に延びる柱を有する。留め部材はこの組立体の縦軸の周囲で自在に枢動する。
一実施形態では、連結部材は留め部材が連結部材の中で枢動する一方で連結部材がインプ
ラントに対して少なくとも１つの方向で枢動することを制約されるように係合されること
が可能である。
【００１５】
　一形態では、連結部材は留め具と柱の周囲に位置する部材の間に延びる受入部分内に冠
状体を有する。一実施形態では、この冠状体は係止部材がインプラントまたは冠状体のう
ちの一方に対して固定されると連結部材に対して留め部材を定位置に堅く係合させる。別
の形態では、連結部材は少なくとも１つの開口窓を有し、冠状体はインプラントの下側表
面または柱の周囲に配置される係止部材との接触のためにこの少なくとも１つの開口窓を
通って延びる座部分を有する。この係止部材は、係止部材が留め具組立体に最終的に係合
するとこの座部分または冠状体の座部分に対するインプラントのうちの一方を堅固に係合
させることが可能である。
【００１６】
　別の形態では、インプラントを周囲で受け入れるための連結部材およびこの連結部材の
遠端方向に延びる留め部材を含む多軸留め具組立体が提供される。板部材を備えた１つの
応用では、連結部材は係止部材と堅固に係合させられる前に板部材の細長の長穴に受け入
れられ、それにより、連結部材は長穴の縦軸に対して横方向に枢動しないがしかし一方で
留め部材は連結部材に対して全方向に枢動する。係止部材が板部材を連結部材に堅固に係
合させるために固定されると、連結部材と留め部材は互いに対して、かつ板部材に対して
固定される。
【００１７】
　別の形態では、連結部材およびこの連結部材の受入部分の中に枢動するように装着され
た留め部材を含む多軸留め具組立体が提供される。この受入部分から近端方向に柱が延び
、係止部材を受け入れる。この柱は、インプラントを連結部材に固定するため、または連
結部材内に冠状体を係合させるために係止部材が装着される受入部分に隣接した取付け用
部分を有する。柱の周囲のインプラントの設置を容易にするために延長部分がこの取付け
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用部分から近端方向に延びる。手術後の隣接組織への留め具組立体の侵入を最小限にする
ために、この延長部分は取付け用部分から取り外し可能である。
【００１８】
　ここで図１～図５を参照すると、縦軸２１に沿って整列した第１の配置を有する多軸留
め具組立体２０が示されている。留め具組立体２０は連結部材３０、およびクリップ６０
で連結部材３０に枢動係合させられる留め部材７０を含む。留め部材７０は縦軸２１の周
囲で縦軸に相対する所望の配置に枢動する。冠状体５０は留め部材７０に隣接する連結部
材３０内に受け入れられ、開口窓４８を通って連結部材３０から外方向に延びる少なくと
も座部分を有する。冠状体５０は連結部材３０の周囲に配置された板部材の下側表面に対
して配置可能であり、図１４に示されるように冠状体５０に対して板部材を固定するよう
に係止部材９０（図１０）が連結部材３０に係合可能である。係止部材９０の係合によっ
て供給される下方向または遠端方向に向いた固定用の力はまた、留め部材７０を連結部材
３０に対して望ましい位置に堅く係合させるために冠状体５０を留め部材７０上に着座さ
せることが可能である。
【００１９】
　連結部材３０のさらなる特徴がここで図１～図６を参照しながら検討される。連結部材
３０は縦軸２１を中心として近端方向に延びる柱３２および下側の受入部分３４を有する
。柱３２は受入部分３４に対して小さいサイズを有し、それにより、受入部分３４の少な
くとも一部が板部材の開口を通る通過を阻止するような大きさで作られる一方で柱３２が
板部材の開口を通過することが可能となる。図６に示されるように、連結部材３０は柱３
２を通って延びて受入部分３４内に画定される容器４４と連通する上側通路部分４２を有
する。受入部分３４はクリップ６０を中に受け入れて保持するために、容器４４に隣接す
る内側円周溝４６を有する。
【００２０】
　受入部分３４はさらに、冠状体５０が連結部材３０の外部と連通するように少なくとも
１つの開口を有する。例示された実施形態では、連結部材３０はその両側に容器４４と連
通する開口窓４８を画定する。本明細書でさらに検討されるように、冠状体５０の少なく
とも一部は柱３２の周囲に配置された板部材との接触のために開口窓４８を通って突き出
る。冠状体５０は柱３２から外方向に突き出るような大きさで作られ、それにより、その
周囲に配置された板部材が冠状体５０によって支えられる。さらに、図３に示されるよう
に柱３２は対向する平面３８およびこれらの間に延びるネジの付いた対向するアーチ形部
分４０を有する。下記で検討され、図１４に示されるように、平面３８は板部材内の細長
の長穴の側部または他の開口に係合する。一実施形態では、柱３２は板部材が捻れること
、または柱３２の周りで回転することを、板部材の細長の長穴の側部に係合することによ
って阻止する。ネジの付いた部分４０は柱３２の周囲に配置された係止部材９０をネジ式
に係合させる。
【００２１】
　柱３２の上側通路部分４２は、通路３６を、縦軸２１の周りで連結部材３０を回すのを
容易にするための工具を係合させるように構成される非円形断面を形成する内側表面と係
合させる近端方向への開口工具を画定する。さらに、通路部分４２は受入部分３４内に捕
捉される留め部材を係合させるため、および連結部材３０を通って留め部材に直接駆動力
を加えるための駆動用器具の通過を可能にするような大きさで作られる。
【００２２】
　ここで図７を参照すると、冠状体５０の断面図が示されている。冠状体５０は下側のカ
ップ部分５４から延びるアーム５３を有する座部分５２を含む。図１に示されるように座
部分５２は楕円形状を形成し、直線的な壁部分５７がアーム５３の間に延びる。カップ部
分５４は座部分５２から突き出た半球形状を有し、その下側または遠端部５５に形成され
た開口を備えている。カップ部分５４は、連結部材３０内に配置された留め部材７０の頭
部の形状を受け入れるように構成された凹面を成す内側表面を有する容器５８を画定する
。貫通孔５６が座部分５２を通って延び、カップ部分５４内の容器５８と連通することで
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、容器５８内に配置された留め部材７０の頭部にある工具凹部との係合のために、貫通孔
を通っての駆動用器具の設置を可能にする。
【００２３】
　図８は、上側または近端の座部分２５２、および下側または遠端のカップ部分２５４を
有する別の実施形態の冠状体２５０を示している。カップ部分２５４は、座部分２５２か
ら延びて座部分２５２の反対側で遠端方向に開口する容器を画定する。留め部材７０の頭
部がカップ部分２５４によって画定されるこの容器内に受け入れられる。座部分２５２の
少なくとも一部はカップ部分２５４に沿って近端方向と遠端方向に延びる一対の外方向に
突き出たアーム２５３によって形成される。貫通孔２５６が座部分２５２を通って延び、
カップ部分２５４によって画定される容器と連通している。
【００２４】
　図９は冠状部５０に類似した別の実施形態の冠状部３５０を示している。冠状部３５０
は上側または近端の座部分３５２、下側または遠端のカップ部分３５４および貫通孔３５
６を有する。アーム３５３がカップ部分３５４から外方向に延び、アーム３５３のそれぞ
れの外側端部で遠端方向にアーム部から延びるフランジ部材３５８を有する。各々のフラ
ンジ部材３５８の遠端部は内方向に向いた縁３５９を有する。使用時には、縁３５９は受
入部分３４内に枢動捕捉された留め部材７０と共に連結部材３０の開口窓の出っ張り４９
の上に支持される。フランジ部材３５８および縁３５９は、板部材が座部分３５２に対し
て固定されるとフランジ部材３５８と縁３５９が留め部材７０の頭部と冠状体３５０の間
に隙間を維持し、それにより、留め部材７０が連結部材３０内で枢動可能となるように、
冠状体３５０に隣接して配置された留め部材７０の頭部の間の隙間を維持する。冠状体３
５０は、１つまたは複数の椎骨の動的な安定化が望まれる状況で使用されてもよい。動的
な安定化はまた、留め部材７０（図１１）の頭部７２からの隆線８２の除去、弾力性の冠
状部材の供給、または冠状部材と留め部材の頭部の間の分離の維持のうちのいずれか１つ
または組合せによって供給されることも可能である。
【００２５】
　図１０は連結部材３０の柱３２に係合可能な係止部材９０の一実施形態を示している。
係止部材９０はネジの付いた貫通穴９４の周囲に延びる側壁９６を有する本体９２を含む
。貫通穴９４は、留め具組立体２０の縦軸２１に沿って位置合わせ可能な縦軸９５に沿っ
て延びる。長穴９８が側壁９６を貫通して延びて貫通穴９４と連通し、係止部材９０を近
端部分と遠端部分９１、９３に分けている。図１４に示されるように係止部材９０が柱３
２の周囲に係合してその遠端部分が板部材１２０に接触しているとき、板部材に対する係
止部材９０のさらなる締め付けにより近端部分９１は遠端部分９３に向かって歪む。これ
は柱３２のネジと係止部材９０のネジの間の締まり嵌めまたは斜め入りを供給し、係止部
材９０がその場で緩むのを阻止する。他の実施形態は係止部材９０に関して他の形態を意
図しており、長穴９８を伴わない係止部材、係合中に加えられる適切なトルクを保証する
ために中断部分を備えた係止部材、または差し込み係止、締まり嵌め、もしくは融合接続
などの柱３２との他の係合関係を与える係止部材を含む。
【００２６】
　図１１は留め部材７０の一実施形態を示している。留め部材７０はその近端部に拡大し
た頭部７２を有し、ネジの付いたシャフト７４を含む遠端部分が頭部７２からテーパ付き
の遠端先端７８へと遠端方向に延びる。シャフト７４はシャフトに沿って延びるネジの外
形７６を有し、骨組織を係合させるように構成される。シャフト７４およびネジ外形７６
はシャフト７４の全部または一部に沿った縦溝、および一様または変化するネジのピッチ
、ネジの高さ、ネジの幅、およびシャフト７４に沿った形状を含めてどのような適切な形
態を含んでもよい。ネジの外形７６はドリルで穴を開けられてタップでネジを切られた孔
の中への挿入のために構成されてもよく、セルフタッピンネジとして構成されてもよく、
またはセルフドリルおよびセルフタッピンネジとして構成されてもよい。ネジ切りのない
頸部部分８０が頭部７２とシャフト７４の間に設けられているが、ネジが頸部部分８０に
沿って延び、かつ／または振れることもあり得る。頭部７２はさらに、その近端部で開い
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た工具係合用の凹部８４を有し、これは留め部材７０に回転駆動力を供給して骨組織にそ
れをネジ式に係合させる駆動用工具を受け入れるためのどのような適切な構成も含み得る
。
【００２７】
　頭部７２はその近端部に隣接してその周囲を円周方向に延びる複数の隆線８２を有する
が、隆線８２のない頭部７２もまた上で検討されたように意図される。例えば、脊柱の分
節の動的な安定化は、留め具組立体が係止部材９０を備えた板部材に係合させられると冠
状体５０内で回転することを可能にされる滑らかな頭部を有する留め部材で供給されるこ
とも可能である。さらに本明細書で検討されるように、係止部材９０を備えた板部材に係
合すると連結部材３０に対して定位置に留め部材７０を係止させるように隆線８２は冠状
体５０の中に係合する、または食い込む。隆線８２は頭部７２の中に機械加工された一連
の平坦表面によって形成されることが可能である。他の実施形態は、スパイク、刻み目、
歯、または他の表面形状によって形成される隆線８２を意図する。隆線８２を備えた留め
部材を有する留め具組立体２０は板部材と脊柱の分節の間に堅固なつまり静的な接続を与
える。
【００２８】
　どのようなインプラントについても、インプラントに固定されたそれぞれの連結部材と
堅く係合させられる留め部材を有する留め具組立体２０で全体に静的に脊柱に係合させら
れることが可能である。インプラントに固定されたそれぞれの連結部材内で枢動する留め
部材を有する留め具組立体２０でもって、どのようなインプラントも完全に動的に脊柱に
係合させられることが可能である。インプラントを脊柱に係合させるために、硬直した留
め具組立体と動的な留め具組立体２０の組合せが使用されることもあり得る。
【００２９】
　図１２を参照すると留め部材７０の別の実施形態が示されており、ここではシャフト７
４はシャフトに沿って縦方向に延びる内腔８６および遠端先端７８での開口を備え、工具
係合用凹部８４へ設けられる。内腔８６は骨構造に対して望ましい場所への留め部材７０
設置をガイドするためにガイドワイヤまたは他のガイド用部材を受け入れるように構成さ
れることが可能である。内腔８６はまた、留め部材７０が係合させられる骨構造の中に骨
移植片または他の骨成長促進物質および／もしくは治療物質を供給するために使用される
こともあり得る。さらに別の実施形態は、内腔８６と連通し、頸部部分８０と遠端先端７
８の間に位置する１つまたは複数の穿孔または開口を有するシャフト７４を意図する。
【００３０】
　さらに別の実施形態は、留め部材７０が骨組織を係合させるための他の構造を備えた遠
端部分を有することを意図している。例えば、この遠端部分はケーブル、フック、クラン
プ、止め金、翼またはカモメを備えた滑らかなシャフト、広げることが可能な留め具、椎
骨の間の椎間板スペースに配置するための本体、または骨構造を係合させるための他の構
成を有し得る。
【００３１】
　ここで図１３を参照すると、多軸留め具組立体２０と単軸留め具１００で椎間板スペー
ス２８の対向する両側にある椎骨２４、２６へと係合させられた細長の板部材１２０が示
されている。板部材１２０が多軸および／または単軸の留め具組立体のどのような組合せ
でも椎骨に係合させられることもあり得ることは理解されるべきである。単軸留め具組立
体１００はネジの付いたシャフト部材１０２およびそこから延びてそれと一体に形成され
る近端頭部部材１０４を有する。遠端頭部部材１０４は板部材１２０を貫通して延び、下
側支持部材１０８を有し、これに当てて板部材１２０の下側表面が配置される。係止部材
１０６が頭部部材１０４に係合させられ、板部材１２０を下側支持部材１０８に対して押
し付けるかまたは着座させる。
【００３２】
　多軸留め具組立体２０と板部材１２０の接続は図１４の断面図にもやはり示されている
。板部材１２０は、その下側表面が少なくとも部分的に冠状体１５０の座部分１５２と接
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触状態にあるように配置される。連結部材１３０の柱３２が板部材１２０を貫通して延び
、係止部材９０が柱３２の周囲に配置される。係止部材が柱３２に沿って板部材１２０の
上側表面に向かって進むと、係止部材９０は板部材１２０に対して力を行使して冠状体５
０の座部分５２と係止部材９０の間に板部材１２０を堅く固定する。例示された実施形態
では、固定用の力が冠状体５０を下方向に留め部材７０の頭部７２に対して押し進める。
堅固な固定を意図する実施形態に関すると、留め部材７０は隆線８２を有し、これが留め
部材７０を連結部材３０および板部材１２０に対して定位置に係止させるように冠状体５
０の中に食い込む。
【００３３】
　ここで図１５～図１７を参照すると、板部材１２０の一実施形態のさらなる詳細が示さ
れている。板部材１２０は縦軸１２１に沿って延びる細長の本体１２２を有する。本体１
２２は、縦軸１２１に中心を合わせられてこれに沿って延びる細長の長穴１２４の形態で
少なくとも１つの開口を有する。長穴１２４は上側表面と下側表面１２５、１２７で開口
する。側部レール１２６が長穴１２４の両側に沿って縦方向に延び、端部レール１２８が
本体１２２の端部で側部レール１２６の間に延びる。
【００３４】
　側部レール１２６は長穴１２４に沿って延びる内側表面１２９および外側表面１３１を
有する。図１７に示されるように、本体１２２は内側表面１２９に縦方向の溝１３０を有
し、これらが長穴１２４に沿って延びる。上側と下側の平板表面の間および内側と外側の
レール表面の間の平板の表面とレール１２６、１２８のエッジの移行は、どのような鋭い
エッジまたは平板表面間の急激な移行も除去するように丸くされるかまたは面取りされる
こともあり得る。
【００３５】
　図１８では、縦軸１２１に沿って曲がった外形を備えた板部材１２０が示されている。
上側表面１２５は凹面に曲がり、下側表面１２７は凸面に曲がっている。曲がった構造は
予め曲がった平板によって、または患者の骨格との望ましい適合を与えるために手術中に
外科医が平板を曲げることによって供給されることもあり得る。
【００３６】
　図１９には別の実施形態の板部材１４０が示されている。板部材１４０は板部材１２０
に類似しており、対向する側部レール１４６および対向する端部レール１４８を有する細
長の本体１４２を含む。板部材１４０は本体１４２に沿って形成される一対の細長の長穴
１４４、１４５の形態の開口、および長穴１４４、１４５の間に位置し、側部レール１４
６の間で延びる中間レール１５０を有する。例示された実施形態では、長穴１４４は長穴
１４５よりも短い。別の実施形態は等しい長さの複数の長穴、および２つを超える長穴を
備えた板部材を意図する。板部材の実施形態のいずれについても、これらの長穴は留め具
の長穴との設置または係合を容易にするための波状模様、凹形または他の形状を有するこ
ともあり得る。板部材が互いに隣接して互いに沿って延びる２つ以上の長穴を有し得るこ
ともやはり意図される。なおも別の実施形態は、板部材が上側表面と下側表面の間に円形
の孔の形態で複数の開口を設けられることを意図する。
【００３７】
　図２０には別の実施形態の板部材１６０が示されている。板部材１６０は側部レール１
６６と端部レール１６８を有する本体部材１６２を有する。一対の端部の長穴１６５が端
部レール１６８に隣接して設けられ、中間部の長穴１６４が端部の長穴１６５の間に設け
られ、中間部レール１７０が中間部の長穴１６４と端部の長穴１６５のそれぞれの間に位
置される。例示された実施形態では、中間部の長穴１６４は端部の長穴１６５よりも長い
。
【００３８】
　図２１には別の実施形態の板部材１８０が示されている。板部材１８０は留め具組立体
係合用部分１８４および棒受入部分１８８を有する本体１８２を含む。留め具組立体係合
用部分１８４は留め具組立体２０などの留め具組立体を受け入れるための細長の長穴１８
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６の形態で固定組立体係合用部分を貫通する開口を有する。長穴１８６は、板部材１８０
の配置が留め具組立体２０と共に板部材を長穴に固定することによって調節されることを
可能にする。棒受入部分１８８は細長の脊椎棒１９６を中に受け入れるための通路１９０
を画定する。通路１９０は長穴１８６に対して横方向に延びる。例示されて実施形態では
、棒受入部分１８８は通路１９０を完全に取り囲む円筒形部材である。しかしながら、別
の実施形態は通路の側部全体または一部に沿って開いている通路、棒を通路１９０内に締
め付けるかまたは把持するための多数の部品を有する棒受入部分１８８、および棒または
他の細長のインプラント部材を受け入れるため、かつ／または係合させるための他の適切
な配列を意図している。
【００３９】
　図２２Ａ～図２２Ｅは、手術部位への供給のために板部材を保持する、例えば溝１３０
内で係合可能な一実施形態の平板保持具２００を示している。保持用器具の例は、２００
２年７月２５日に提出され、その全文を本明細書に参照で組み入れる米国特許出願第１０
／２０２９１８号明細書に与えられている。平板保持具２００は取っ手部材２０２および
これに枢動連結された梃子部材２０４を有する。シャフト部材２０６が第１の連結棒２０
８で梃子部材２０４に連結される。取付け用シャフト２１２が取っ手部材２０２からシャ
フト部材２０６を貫通して延び、近端の握り部分と図２２Ｃに示されるように取付け用シ
ャフト２１２を貫通して延びるシャフトを有する係止部材２１０を含む。
【００４０】
　取付け用シャフト２１２の遠端部はこれに枢動するように装着された取付け用部材２１
４を有する。取付け用部材２１４は、例えば、板部材１２０の長穴１２４の中に嵌合する
ような大きさで作られる係合用部分２１８を有する。係合用部分２１８は本明細書で検討
されるどのような板部材実施形態の開口または長穴の中にも嵌合するような大きさで作ら
れることもやはり可能である。例示された実施形態では、係合用部分２１８は板部材１２
０の溝１３０を係合させるための係合用部材２２０を有する。係合用部材２２０は長穴１
２４内に配置するように係合用部分２１８に嵌まり込むことが可能なボール部材または心
棒の形態であってもよく、次いで、溝１３０を係合させるためかつ板部材１２０を取付け
用部材２１４に装着するために外方向に移動されてもよい。次いで、係止部材２１０はそ
の近端の握り部によって取付け用シャフト２１２内で回転されてもよく、それにより、係
合用部分２１８内のその遠端部分が係合用部材２２０を板部材と係合させて固定する。
【００４１】
　図２２Ａに示されるような開いた配置と図２２Ｄに示されるような閉じた配置の間で梃
子２０４を移動させることによってシャフト部材２０６は取っ手部材２０２および取付け
用シャフト２１２に対して移動可能である。バネ機構２２２が普通は梃子部材２０４と取
っ手部材２０２を開の配置に偏らせる。開の配置では、取付け用部材２１４は板部材が軸
２０３に沿って延びる（図２２Ｃ）ように配置させられ、これがさらに器具２００の縦軸
２０１に沿って配置させられる。閉の配置では、シャフト部材２０６が梃子２０４で近端
方向に移動させられるのでシャフト部材２０６と取付け用部材２１４の間に延びる連結棒
２１６が取付け用シャフト２１２の遠端部の周囲で取付け用部材２１４を枢動させる。閉
の配置では、軸２０３、したがって取付け用部材２１４に固定された板部材が器具２００
の縦軸２０１に対して直角に、または実質的に横断方向に延びる。したがって、器具２０
０は平板を第１の配置、すなわち脊柱への進入路に沿った配置に保持することによって、
かつその後に平板が脊柱に沿った整列に遠隔操作で枢動させられることを可能にすること
によって狭い切開部またはチューブを通した平板の設置を容易にする。
【００４２】
　器具２００は、本明細書で検討される留め具組立体と脊柱の係合のために脊柱に板部材
を保持および供給するための適切な器具の一例に過ぎない。保持用器具の他の例は鉗子ま
たは他の把持器具、平板を係合させるための留め具を備えた器具、および平板との締まり
嵌めを供給する器具を含む。これらの器具は、例えば、平板の長穴または孔の中に係合し
、平板の外側表面間をクランプで固定し、または平板の長穴または孔の表面と外側表面の
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間で平板を保持することが可能である。なおも別の例は平板が手動で把持され、手術部位
へと供給されることを意図する。
【００４３】
　ここで図２３～図２６を参照すると、別の実施形態の多軸留め具組立体３２０が示され
ている。留め具組立体３２０は留め具組立体３２０の縦軸３２１に沿って延びる柱３３２
を備えた連結部材３３０を含む。柱３３２は、連結部材３３０の周囲でインプラントの配
置を容易にするため、かつ手術中の組立てを簡単にするために受入部分３３４から縦軸３
２１に沿って十分な長さで近端方向に延ばされる。多軸留め具組立体３２０はまた、移植
されたときに目立たない輪郭を与えるために取り外し可能な近端延長部分を有する柱３３
２を含んでよい。
【００４４】
　例示された実施形態では、留め具組立体３２０はクリップ６０で連結部材３３０内に枢
動捕捉される留め部材７０を含む。冠状体５０が留め部材７０の頭部７２の周囲で連結部
材３３０内に配置されてもよい。冠状体５０の座部分５２が連結部材３３０を通して露出
され、それにより、柱３３２の上で受け入れられてこれに対して配置される板部材などの
インプラントの底面が留め具組立体２０に関して上で検討されたような係止部材９０で留
め具組立体３２０に固定されることが可能となる。
【００４５】
　連結部材３３０は柱３３２の下側または遠端部に受入部分３３４を有する。受入部分３
３４は留め部材７０の頭部７２を中に受け入れるための容器３４４、およびＣ形状のクリ
ップ６０を受け入れるための内側円周溝３４６を有する。クリップ６０は容器３４４内で
頭部７２を枢動するように支持し、冠状体５０のカップ部分５４は座部分５２の少なくと
も一部が図２４に示されるように対向する開口窓３４８を通って延びるように頭部３７２
の周囲で容器３４４内に配置される。
【００４６】
　柱３３２は係止部材取付け用部分３３３および取付け用部分３３３から近端方向に延び
る延長部分３５２を有する。延長部分３５２は縦軸３２１に沿って柱３３２の近端方向の
延長を供給し、これはその上へのインプラント部材の設置、および手術中に受入部分３３
４および冠状体５０に隣接する場所へインプラントをガイドすることを容易にする。また
、延長部分３５２は手術中、および柱３３２への係止部材９０の係合の前にインプラント
と椎骨が操作されるときにインプラントが柱３３２から滑り落ちることを阻止する。さら
に、係止部材９０は延長部分３５２の周囲で柱３３２に暫定的に係合させられることが可
能であり、手術中に、係止部材９０による留め具組立体３２０へのインプラントの固定の
前に留め具組立体３２０に対してインプラントを定位置に操作するために十分な冠状体５
０と係止部材９０の間の空間を可能にする。
【００４７】
　取付け用部分３３３と延長部分３５２の間に中断領域３５０が設けられる。図２６に示
されるように、中断領域３５０は柱３３２内で内方向にテーパを有する壁部分によって形
成されてもよく、これは柱３３２に沿ったネジの輪郭を中断し、平坦部３５６を形成する
表面もやはり中断する（図２５）。工具係合用通路３３６が延長部分３５２および取付け
用部分３３３を貫通して延び、非円形断面を画定する工具係合用表面を含む。中断領域３
５０に隣接する柱３３２の内壁表面にゲージ部分３５６が設けられる。ゲージ部分３５６
は中断領域３５０に隣接する柱３３２の壁厚を削減し、それにより、中断領域３５０の近
端方向の工具係合用通路３３６内で延長部分３５２に加えられる所定のレベルのトルクが
延長部分３５２を取付け用部分３３３から分断する。必要とされるトルクの量は中断領域
３５０で柱３３２の壁の厚さを変えることによって変えられることが可能である。
【００４８】
　延長部分３５２はその周囲への板部材の設置をさらに容易にするためにテーパ付きの近
端部３５８を有する。延長部分３５２は対向する平坦部３５６、および平坦部３５６の間
に延びるネジ付きのアーチ形部分３５４を有する。同様に、取付け用部分３３３は対向す
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る平坦部３３８、およびそれぞれの平坦部３５６と整列したこれらの間に延びるネジ付き
アーチ形部分３４０、および延長部分３５２のアーチ形部分３５４を有する。ネジ付きア
ーチ形部分３４０、３５４は係止部材９０をネジ式に受け入れ、柱３３２に係合させる。
平坦部３３８、３５６は、その上に配置される板部材の細長の長穴または他の開口に沿っ
て側壁と境界を接することで板部材の横方向移動または枢動を排除するような大きさで作
られる。連結部材３３０は平坦部材が延長部分３５２に沿って進行するにつれて、板部材
の開口に対してさらに位置合わせされる。他の実施形態では、柱３３２がその全長に沿っ
てネジを付けられることが意図される。さらなる実施形態では、柱３３２の全体または一
部分が対向する平坦部を伴わずに設けられるが、円形の断面を有する。なおも別の実施形
態では、柱３３２は延長部分３５２に沿ってネジを付けられない。
【００４９】
　ここで図２７～図２９を参照すると、別の実施形態の多軸留め具組立体４２０が示され
ている。留め具組立体４２０は留め具組立体４２０の縦軸４２１に沿って延びる柱４３２
を備えた連結部材４３０を含む。留め具組立体４２０は他の留め具組立体の実施形態に関
して上で検討されたどのような適切な構成を有することもあり得る。延長された柱４３２
は多軸留め具組立体３２０の延長された柱３３２と同様であるが、その近端部が脊柱にア
クセスするために設けられた切開部または開口部に隣接して配置されるかまたはそれを通
って延びるように縦軸４２１に沿った長さを有する。延長された柱４３２は連結部材４３
０周囲でのインプラントの配置を容易にし、切開部を通してインプラントを留め部材７０
が係合させられる椎骨本体に隣接する場所へとガイドする。インプラントを保持するため
の外科器具は除外されることが可能であり、切開によって形成される手術スペースの込み
合いを削減する。
【００５０】
　例示された実施形態では、留め具組立体４２０はクリップ６０で連結部材４３０内に枢
動捕捉される留め部材７０を含む。冠状体５０が留め部材７０の頭部７２の周囲で連結部
材４３０内に配置されてもよい。冠状体５０の座部分５２は、留め具組立体２０に関して
上で検討されたようにインプラントの下側表面が座部分に対して固定され得るように露出
されるかまたは連結部材４３０を通って延びる。
【００５１】
　連結部材４３０は柱４３２の下側または遠端部で受入部分４３４を有する。受入部分４
３４は受入部分３４および３３４に関して上で検討されたように構成されてもよい。柱４
３２は係止部材取付け用部分４３３および取付け用部分４３３から近端方向に延びる延長
部分４５２を有する。取付け用部分４３３と延長部分４５２の間に中断領域４５０が設け
られる。延長部分４５２は、その上へのインプラントの設置および手術中にインプラント
を冠状体５０に隣接する場所へとガイドすることを容易にする柱４３２の近端方向の延長
を供給する。また、延長部分４５２は、手術中インプラントと椎骨が操作されるとき、か
つ柱４３２への係止部材９０の係合の前にインプラントが柱４３２を滑り落すのを防止す
る。付け加えると、係止部材９０は延長部分４５２の周囲で柱４３２に暫定的に係合させ
られることが可能であり、手術中に、かつ係止部材９０による留め具組立体へのインプラ
ントの固定の前に留め具組立体に対してインプラントを定位置に操作するために冠状体５
０と係止部材９０の間で追加的なスペースを可能にする。
【００５２】
　留め具組立体３２０と同様に、柱４３２は延長部分４５２と取付け用部分４３３を貫通
して延びる内側の工具用凹部（図示せず）、および中断領域４５０に隣接したその内壁表
面内のゲージ部分を設けられ、それにより、中断領域４５０の近端方向の延長部分４５２
に加えられる所定のレベルのトルクが延長部分４５２を取付け用部分４３３から分断する
。
【００５３】
　延長部分４５２はその周囲でのインプラントの設置をさらに容易にするためにテーパ付
きの近端部４５８を有する。延長部分４５２は対向する平坦部４５６、および平坦部４５
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６の間に延びるネジ付きのアーチ形部分４５４を有する。同様に、取付け用部分４３３は
対向する平坦部４３８およびこれらの間に延びるネジ付きアーチ形部分４４０を有する。
ネジ付きアーチ形部分４４０、４５４は係止部材９０をネジ式に受け入れて係合させる。
平坦部４３８、４５６は、その上に配置されるインプラントの細長の長穴または他の開口
に沿って側壁と境界を接することでインプラントの横方向移動または枢動を排除し、イン
プラントに対して連結部材４３０を位置合わせするような大きさで作られる。
【００５４】
　延長部分４５２は、受入部分４３４がインプラントと適切に位置合わせされるように連
結部材４３０の回転を容易にすることが可能である。連結部材４３０の回転は、インプラ
ントが延長部分４５２に沿って遠端方向に移動するときにテーパ付き近端部分４５８がイ
ンプラントを受け入れ、受入部分４３４を自動位置合わせすることに起因して結果的に生
じることが可能である。受入部分４３４をインプラントに対して望ましい配置に回転させ
るために、近端部分４５８もやはり工具によって、または手動で係合させられることが可
能である。
【００５５】
　本明細書で検討されるどのような実施形態の留め具組立体についても、特に留め具組立
体３２０、４２０に関して、柱３３２、４３２は冠状体５０に隣接する板部材などのイン
プラントを配置する工程に機械的利点を与えるための低減器具によって係合させられるこ
とが可能である。そのような低減器具は誤整列椎骨間の変位を低減することが可能であり
、または単純に、係止部材９０との最終的な固定の前に冠状体５０に隣接する定位置に板
部材を押し進めることが可能である。さらに別の実施形態は、板部材を冠状体５０に押し
進めるために係止部材９０を板部材の上側表面に対してネジ締めすることによって板部材
および／または椎骨の低減が達成され得ることを意図する。
【００５６】
　例えば、板部材は柱３３２、４３２の周囲に配置されてもよく、係止部材９０はネジ付
きのアーチ形部分３５４、４５４の一部が係止部材の近端で露出されるように柱３３２、
４３２に暫定的に係合させられてもよい。低減器具は延長部分３５２、４５２にネジで係
合した第１の部材、および第１の部材に対してアクチュエータで移動可能な第２の部材を
有してもよい。第２の部材は板部材に接して配置され、柱３３２、４３２に沿って板部材
を冠状体５０に向かって移動させるためのアクチュエータで第１の部材と離して利用され
ることが可能である。次いで、冠状部材に対して板部材を固定的に係合させるために係止
部材９０が取付け用部分３３３、４３３に沿って進んでもよく、その一方で低減器具が板
部材を留め具組立体に対して望ましい配置に保持する。
【００５７】
　図３０～図３２はインプラントを脊柱の１つまたは複数の椎骨に固定するために設けら
れる別の実施形態の多軸留め具組立体５２０を示している。留め具組立体５２０は連結部
材５３０の受入部分５３４に枢動連結された留め部材７０を含む。連結部材５３０は図示
されるような板部材１２０などのインプラントを周囲に受け入れるために受入部分５３４
から近端方向に延びる柱５３２を有する。留め部材７０は柱５３２が板部材１２０の開口
１２４を貫通して配置されると板部材１２０に対して枢動する。一形態では、連結部材５
３０は受入部分５３４内に冠状体５５０を有し、これは留め部材７０と柱５３２の周囲に
位置する板部材１２０の間に延びる。一実施形態では、係止部材５９０が板部材１２０に
当てて固定されると冠状体５５０は連結部材５３０および板部材１２０に対して定位置で
留め部材７０を堅く係合させる。
【００５８】
　連結部材５３０は、冠状体５５０が連結部材５３０の外部と連通するための経路を供給
するために１つまたは複数の開口窓を有してもよい。一実施形態では、連結部材５３０は
少なくとも１つの開口窓５４８を有し、冠状体５５０は、柱５３２の周囲に配置されると
板部材１２０と接触するためにこの少なくとも１つの開口窓５４８を通って突き出て軸の
周りで延びる少なくとも１つのアーム５５３によって形成される座部分５５２を有する。
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係止部材５９０は、係止部材５９０が板部材１２０に当てて配置されると冠状体５５０の
アーム５５３のうちの１つまたは複数に対して板部材１２０を堅く係合させる。例示され
た実施形態では、連結部材５３０はその周囲で間隔を置かれた４つの開口窓５４８を有し
、冠状体５５０は座部分５５２を画定する４つのアーム５５３を有し、これらが４つの開
口窓５４８のうちのそれぞれを通って軸の周りで延びる。他の実施形態は２つのアームと
開口窓、３つのアームと開口窓、または４つを超えるアームと開口窓を備えた配列を意図
する。これらの開口窓とアームは互いに均等に間隔を置かれてもよく、または不均等な距
離で間隔を置かれてもよい。さらに、必ずしも同数のアームと開口窓が特定の留め具組立
体に関して設けられる必要がないことも意図される。
【００５９】
　多軸留め具組立体５２０は、留め部材７０と柱５３２が縦軸５２１に沿って整列させら
れる第１の配置を含む。留め具組立体５２０はさらに、受入部分５３４の遠端方向に面し
た開口内で保持用クリップ５６０によって連結部材５３０に枢動係合させられる留め部材
７０を含む。留め部材７０は多軸型であり、縦軸５２１の周囲で、軸５２１の周囲に延び
る円錐の中で軸に対して無限数の配置に枢動する。一実施形態では、この円錐によって画
定される角度範囲Ａは軸５２１から留め部材７０の縦軸７１で最大９０度まで広がる。他
の実施形態では、角度範囲Ａは最大約４５度まで広がる。他の実施形態では、角度範囲Ａ
は最大約３０度まで広がる。
【００６０】
　冠状体５５０は連結部材５３０内に留め部材７０と隣接して受け入れられ、位置合わせ
された開口窓５４８のうちの１つを通って連結部材５３０から外方向に延びる少なくとも
１つの座部分５５２を有する。図３２に示されるように、冠状体５５０に当てて板部材１
２０を固定するように係止部材５９０が連結部材５３０に係合可能である。係止部材５９
０の係合によって供給される下方向または遠端方向に向いた固定用の力はまた、連結部材
５３０に対して留め部材７０を望ましい位置に堅く係合させるために留め部材７０の近端
部上に冠状体５５０を着座させることが可能である。
【００６１】
　連結部材５３０はほぼ縦軸５２１を中心として近端方向に延びる柱５３２および下側の
受入部分５３４を有する。柱５３２は、柱５３２がインプラントの開口を通過することが
可能となるように受入部分５３４に対して小さくされたサイズを有し、その一方で受入部
分５３４の少なくとも一部分はインプラントの開口の通過を阻止するような大きさで作ら
れる。連結部材５３０は柱５３２を通って延びて受入部分５３４内に画定された容器５４
４と連通する上側の通路部分５４２を有する。受入部分５３４は中に保持用クリップ５６
０をネジ式に受け入れて係合させるために容器５４４に隣接した内側ネジ輪郭５４６を有
する。
【００６２】
　保持用クリップ５６０は外側にネジの付いた係合用部分５６４と遠端の保持用部分５６
２を有する。穴５６６が係合用部分５６４および保持用部分５６２を通って延び、これを
貫通して留め部材７０のネジ付きシャフトを受け入れる。図３２に示されるように、穴５
６６はカップ部分５５４内に留め部材７０の近端部を随伴した冠状体５５０のカップ部分
５５４を中に受け入れるような大きさで作られる近端部分を有する。遠端の保持用部分５
６２は半径方向で内側に延びるフランジ５６８を有し、これが周囲に延び、連結部材５３
０内で留め部材７０を保持するために最大外形寸法の遠端方向で留め部材７０の頭部に接
触する。保持用クリップ５６０と連結部材５３０の間のネジによる係合は下側受入部分５
３４における留め部材７０の固定型連結配列を供給し、その一方で保持用クリップ５６０
の変形または屈曲を伴わずに留め部材７０と連結部材５３０の組立ておよび分解を容易に
する。
【００６３】
　柱５３２は係止部材５９０をネジ式に係合させるために外側のネジ輪郭を備えた円形の
外側表面を有することもあり得る。柱５３２もやはり、上で検討されたようにその外側表
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面に沿って対向する平坦部を備えて構成されることが可能である。柱５３２の上側通路部
分５４２は近端方向に開いた工具係合用通路５３６を画定し、内側表面は工具を係合させ
て連結部材５３０を縦軸５２１の周囲で回転させることを容易にするように構成された非
円形の断面を形成する。さらに、通路部分５４２は、受入部分５３４内に捕捉された留め
部材７０に係合して連結部材５３０を通って留め部材７０に直接駆動力を加えるための駆
動用器具の通過を可能にするような大きさで作られてもよい。
【００６４】
　冠状体５５０は下側カップ部分５５４の近端方向に配置する座部分５５２を有する。座
部分５５２はそこから軸の周りで延びるいくつかのアーム５５３を有し、アーム５５３の
隣り合う１つ１つの間に凹部が形成される。座部分５５２は、開口窓を通って延びて外方
向に突き出るように開口窓５４８に対して大きさが作られて軸の周りで延びるアーム５５
３を有し、それにより、その周囲に配置されるインプラントは少なくとも部分的に冠状体
５５０によって支えられる。図３１に示されるように、座部分５５２は中央の窪んだ領域
５５７およびアーム５５３間の谷５５８を備えて近端方向に開いたカップ形状を形成する
。カップ部分５５４は座部分５５２から遠端方向に突き出る半球形状の本体を有し、その
遠端部で遠端方向に向いた開口が形成される。カップ部分５５４は連結部材５３０内に位
置する留め部材７０の近端部の形状を受け入れるように構成された凹面を成す内側表面を
有する容器５５９を画定する。貫通孔５５６が座部分５５２を通って延びて容器５５９と
連通しており、カップ部分５５４内に配置された留め部材７０の近端部にある工具用凹部
との係合のためにこれを通した駆動用器具の設置を可能にする。
【００６５】
　図３０～図３２は連結部材５３０の柱５３２に係合可能な係止部材５９０の一実施形態
を示している。係止部材５９０はネジ付きの貫通穴５９４の周囲に延びる側壁５９６を有
する本体５９２を含む。貫通穴５９４は留め具組立体５２０の縦軸５２１に沿って整列可
能である。係止部材５９０が柱５３２の周囲に係合させられて図３０および３２に示され
るように板部材１２０と接触すると、板部材１２０に対する係止部材５９０のさらなる締
め付けが板部材１２０を、座部分５５２のアーム５５３の端部のいずれか１つまたは組合
せの上に着座させる。これが今度は他方で冠状体５５０を留め部材７０の頭部の上に押し
付ける。係止用隆線を設けられた留め部材７０に関すると、留め部材７０は連結部材５３
０に堅く連結されることが可能である。上で検討されたように多軸連結配列もやはり意図
される。さらに、係止部材５９０は、係止部材５９０に関して上で検討されたように、緩
みまたは柱５３２に沿った抜け落ちを阻止する構成を設けられることが可能である。他の
実施形態は他の係止部材５９０のための他の形態を意図しており、係合中に適切なトルク
が加えられることを保証するための中断部分を備えた係止部材、または差し込み係止、締
まり嵌めもしくは融合接続など、柱５３２との他の係合関係を与える係止部材を含む。
【００６６】
　図３３～図３４は板部材６００などのインプラントを脊柱の１つまたは複数の椎骨に固
定するために設けられる別の実施形態の多軸留め具組立体６２０を示している。例示され
た実施形態では、板部材６００は長穴６０４を画定する長穴付きコネクタ部分６０２を有
する。別の実施形態はコネクタ部分６０２を貫通する長穴以外の開口を意図する。板部材
６００はさらに、コネクタ部分６０２から分かれ出た受入部分６０６を有し、これが受け
入れ通路６０８を画定する。受け入れ通路６０８は長穴６０４に対して横方向に配置させ
られ、コネクタ部分６０２が長穴６０４内の留め具で椎骨に係合させられると脊柱に沿っ
て配置可能な棒または他の細長の接続用素子を受け入れるために位置合わせされることが
可能である。受け入れ通路６０８と連通して横断方向の穴６１０が受入部分６０６を貫通
して設けられる。細長の接続用素子を通路６０８内に係合させて接続用素子を留め具組立
体６２０に対して定位置に固定するために位置決めネジまたは他の係合用部材が穴６１０
内に配置可能である。留め具組立体６２０が本明細書で検討されるどのような実施形態の
板部材と共に使用されることもあり得ること、および板部材６００が本明細書で検討され
るどのような実施形態の留め具組立体と共に使用されることもあり得ることは理解される
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はずである。留め具組立体６２０が脊柱の骨構造へのどのようなタイプのインプラントを
固定するためにも使用され得ることが意図される。
【００６７】
　留め具組立体６２０は上で検討された留め具組立体５２０で供給されたような留め部材
７０と係止部材５９０を有するが、しかし留め具組立体における使用のための他の実施形
態の留め具と係止部材も意図される。留め具７０は連結部材６３０の受入部分６３４内に
最上部に装着されて枢動するように受け入れられる。冠状体６５０が留め具７０の頭部の
近端方向の受入部分６３４内に配置可能である。連結部材６３０はさらに、受入部分６３
４の近端部に取り外し可能に係合することが可能な柱６３２を有する。一実施形態では、
受入部分６３４内で冠状体６５０は留め部材７０と柱６３２の周囲に配置された板部材６
００の間に延びる。冠状体６５０は、係止部材５９０が板部材６００に当てて固定される
と留め部材７０を連結部材６３０および板部材６００に対して定位置に堅く係合させるこ
とが可能である。別の実施形態は、係止部材５９０が板部材６００に固定された後でさえ
も留め部材７０の角度移動は保持されることを意図する。
【００６８】
　留め部材７０は柱６３２が板部材６００の開口６０４を貫通して配置されると板部材６
００に対して枢動させられることが可能である。他の実施形態の留め具組立体に関して本
明細書で検討されたように、柱６３２に相対した留め部材７０の様々な角度配列が意図さ
れる。柱６３２に相対した留め部材７０の角度移動は、板部材を周囲で受け入れるために
柱６３２が位置合わせされることを可能にしながらその一方で椎骨内への留め部材７０の
望ましい配置での配置を容易にする。
【００６９】
　一形態では、柱６３２は近端の柱部分６３６の遠端部の周囲で半径方向外側に延びる遠
端係合用部分６６０を有する。係合用部分６６０は受入部分６３４の近端部開口の内側の
ネジをネジ式に係合させるように外側にネジを付けられてもよい。別の形態では、係合用
部分６６０は受入部分６３４の外側のネジを係合させるように内側にネジを付けられる。
例えば摩擦または締まり嵌め、融合、接着、締め金具、差し込み係止、およびスナップ嵌
合を含めて他の連結配列もやはり意図される。係合用部分６６０は少なくとも１つの開口
窓６４８を有し、冠状体６５０は柱６３２の周囲に配置されると板部材６００との接触の
ためにこの少なくとも１つの開口窓６４８を通って突き出て軸の周りで延びる少なくとも
１つのアーム６５３によって形成された座部分６５２を有する。係止部材５９０は、係止
部材５９０が板部材６００に当てて配置されると板部材６００を冠状体６５０のアーム６
５３のうちの１つまたは複数に当てて堅く係合させる。
【００７０】
　例示された実施形態では、係合用部分６６０はその円周方向で間隔を置かれた４つの開
口窓６４８を有し、これらがやはり円周方向に細長にされる。冠状体６５０は座部分６５
２を画定する４つのアーム６５３を有し、これらが４つの開口窓６４８のそれぞれの１つ
を通って軸の周りで延びる。別の実施形態は２つのアームと開口窓、３つのアームと開口
窓、または４つを超えるアームと開口窓を備えた配列を意図する。さらに、必ずしも同数
のアームと開口窓が特定の留め具組立体に関して設けられる必要がないことも意図される
。冠状体６５０は留め部材７０と係合させられることが可能であり、冠状体５０に関して
上で検討された様々な方式のうちのいずれで構成されることもあり得る。
【００７１】
　冠状体６５０は連結部材６３０内で留め部材７０に隣接して受け入れられ、開口窓６４
８のうちのそれぞれ１つを通って係合用部分６６０から外に延びる少なくとも１つの座部
分６５２を有する。図３４に示されるように、冠状体６５０に当てて板部材６００を固定
するために係止部材５９０が柱６３２に係合可能である。係止部材５９０の係合によって
供給される下方向または遠端方向に向いた固定用の力はまた、留め部材７０を連結部材６
３０および柱６３２に対して望ましい位置に堅く係合させるために冠状体６５０を留め部
材７０の近端部の上に着座させることが可能である。一実施形態では、冠状体６５０は少



(22) JP 5025476 B2 2012.9.12

10

20

30

40

50

なくとも係止部材５９０がインプラントに当てて係合させられる前における受入部分６３
４内での留め部材７０の頭部の枢動移動を可能にするために、受入部分６３４の内側表面
輪郭に適合する外側表面輪郭を有する下側カップ部分６５４を有する。
【００７２】
　連結部材６３０はほぼ軸６２１を中心とした下側受入部分６３４を有し、受入部分６３
４の近端部で係合可能な係合用部分６６０、およびそこから軸６２１に沿って近端方向に
延びる柱部分６３６を備えている。柱部分６３６は受入部分６３４に対して小さいサイズ
を有し、それにより、係合用部分６６０の少なくとも一部および受入部分６３４が板部材
６００の開口６０４を通過するのを阻止するような大きさで作られる一方で柱部分６３６
は板部材の開口を通過することが可能となる。柱６３２は係止部材５９０にネジ式に係合
するための外側ネジ輪郭を備えた円形の外側表面を有する。柱６３２もやはり上で検討さ
れたようにその外側表面に沿って対向する平坦部を備えて構成されてもよい。
【００７３】
　柱６３２もやはり、柱部分６３６と係合用部分６６０を縦軸６２１の周囲で回転させる
のを容易にするための工具を係合させるように構成された非円形の断面を形成する内側表
面を備え、近端方向に開いた工具係合用通路を画定してもよい。この通路は、受入部分６
３４内に捕捉された留め部材７０に係合するため、および柱６３２を通って留め部材７０
に直接駆動力を加えるための駆動用器具の通過を可能にするような大きさで作られてもよ
い。
【００７４】
　ここで図３５および図３６を参照すると、上で検討された留め具組立体６２０に類似し
た別の実施形態の留め具組立体７２０が示されている。留め具組立体７２０は連結部材６
３０内に枢動するように受け入れられた留め部材７０、および留め部材７０の頭部に隣接
して配置されて係合用部分７６０の軸の周りで延びる開口窓を通って軸の周りで延びる冠
状体６５０を含む。柱７３２は柱６３２に類似しているが、その長さの大部分に沿って延
びる滑らかでネジ切りのない外側表面を有する柱部分７３６を含む。一形態では、滑らか
な部分７３６は別の脊椎インプラントを係合させる棒または綱などのコネクタを受け入れ
るために十分な長さを有する。柱７３２の遠端部は係止部材５９０をネジ式に係合させる
ためのネジ輪郭７３３を有する。
【００７５】
係止部材５９０は、上で留め具組立体６２０に関して検討されたように、本体の遠端部５
９２を冠状体６５０の軸の周りで延びるアームと接触させて配置することで留め部材７０
を定位置に固定するようにネジ輪郭７３３に沿って係合可能である。コネクタまたは他の
インプラントが係止部材５９０の近端方向で柱７３２に係合させられてもよい。コネクタ
は位置決めネジ、把持用配列、摩擦嵌合、または他の適切な連結用配列を備えた係合用柱
７３２によって定位置に固定されてもよい。別の実施形態は係止部材間でコネクタを把持
するためにコネクタの近端方向の柱７３２に係合させられ得る第２の係止部材を意図する
。
【００７６】
　本明細書で検討される留め具組立体を使用する或る技術では、板部材は隣接する椎骨に
接触するような大きさで作られ、それらの椎骨に隣接して少なくとも１つの開口を有し、
それにより、留め具組立体の留め部材が下地の骨構造に係合させられると留め具組立体の
連結部材がこの少なくとも１つの開口を通して取り付けられることが可能となる。別の実
施形態では、留め具組立体は骨構造との係合の前に係止部材を備えた板部材上に暫定的に
捕捉されることが可能である。板部材が多段階の安定化手順のために２つを超える椎骨を
横切って延びるような大きさで作られおよび構成されること、または２つ以上の椎骨に沿
って配置可能な棒または平板などの細長の接続用素子を受け入れるための受け入れ用部材
を備えて単一の椎骨との係合のために構成されることもやはり可能である。
【００７７】
　板部材は、例えば自然または望ましい脊椎の曲率を複製または適合するために曲率を有
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するように予め曲げられ、または手術中に曲げられることもあり得る。脊椎の（頸部、胸
部、腰部、または仙椎のどれであろうと）１つまたは複数の分節のために適したどのよう
な曲率も板部材の中に組み入れられ得ることは理解されるであろう。そのような曲率は完
全に凸面体、完全に凹面体、完全に直線（すなわち本質的に平面）、およびそれらの組合
せを含み得る。さらに、この平板は１つまたは複数の椎骨の前部、傾斜部、側部、または
後部の骨部分に係合させられ得ることが意図される。
【００７８】
　本明細書の板部材の例示された実施形態は、係止部材の脱落を阻止するかまたはこれに
抵抗するための、板部材上の、または板部材に係合可能な保持用部材を示していない。し
かしながら、板部材は板部材に相対した留め具組立体のどのような部分の脱落も阻止する
ための１つまたは複数の保持用素子を設けられることが可能である。これらの保持用素子
は板部材に取り付けられ、捕捉され、または一体に形成される位置決めネジ、位置決めネ
ジとワッシャ、バネ荷重部材、スライディングワッシャ、または他の同様の装置のうちの
いずれか１つまたは組合せであってもよい。
【００７９】
　使用を簡単にするために、インプラント組立体のいずれか１つまたは組合せの部品のう
ちの１つまたは複数を有するキットが提供されてもよい。例えば、キットがいくつかの異
なる長さ、サイズ、長穴構成、および／または曲率で板部材のいくつかの実施形態を有す
ることもあり得る。頸部、胸部、腰部および／または仙椎の移植に適した長さまたはサイ
ズが含まれてもよい。多軸および単軸の留め具組立体の１つまたは複数のセットは、様々
な留め部材サイズを備えることが可能であり、脊椎の頸部、胸部、腰部および仙椎領域の
うちの１つまたは複数への取付けに適した連結部材もそのようなキットに提供されてもよ
い。このキットはさらに多数の多軸留め具組立体を有してもよく、これらは板部材に係合
させられると脊柱の堅固な安定および動的な安定を与えるように構成された組立体を含む
。
【００８０】
　本明細書で検討される１つまたは複数の多軸留め具組立体を使用する方法がここで説明
される。留め具組立体は皮膚および組織が開創される観血外科処置で、かつ留め具組立体
および／または板部材が微小切開、開創器、スリーブ、および拡張スリーブによって形成
される１つまたは複数の低侵襲アクセス手法で患者に配置される低侵襲外科手順で使用さ
れることが可能である。
【００８１】
　或る手順では、外科医はインプラントが取り付けられる椎骨または他の（複数の）骨に
比較的隣接した場所で患者に切開部を作る。手術部位への適切なアクセスが得られた後、
装着される下椎の部分（例えば椎弓根）が標準的な方式で準備される。例えば、孔を用意
するために千枚通しまたはドリルが使用されることが可能であり、この孔が深さを調べら
れ、適切であれば留め部材のためにタップでネジを切られる。次いで、留め部材のうちの
１つがこれに係合した連結部材と共に下椎の孔の中に挿入される。次いで、装着される上
椎の部分（例えば椎弓根）へのアクセスが前の切開部または別の切開部のどちらかを介し
て得られる。インプラントが取り付けられるべき上椎のポイントが識別され、上で述べら
れたように椎骨が準備される。別の留め具組立体が上椎に係合させられ、留め具組立体の
うちの少なくとも１つは多軸留め具組立体である。この少なくとも１つの多軸留め具組立
体は上で検討されたように板部材に係合させられると堅固な安定または動的な安定のどち
らかを供給するように構成されることが可能である。所望であれば、この処理工程が上椎
と下椎の間でいずれか１つまたは複数の椎骨に関して繰り返される。
【００８２】
　その後、板部材が直接切開部を通して、またはアクセスチューブまたは開創器を通して
留め具組立体に挿入される。各々の少なくとも１つの多軸留め具組立体の連結部材の柱は
板部材の開口を通じて配置されるかまたは底部に装着される。留め部材および板部材に相
対した連結部材の配置および軸の位置は調節されることが可能である。板部材および留め
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具組立体が互いおよび脊柱に対して望ましい位置にあるとき、係止部材が進められてそれ
ぞれの留め具組立体および板部材を望ましい位置で互いに対して固定することが可能であ
る。板部材を留め具組立体に最終的に固定する前に、椎骨は圧縮されるかまたは逸らされ
、固定された板部材でこの配置で維持されることが可能である。さらに、椎骨間の１つま
たは複数の椎間板スペース、または後部成分が骨移植片、骨材料、およびインプラントの
いずれか１つまたは組合せと融合され得ることも意図される。延長された柱を備えた連結
部材を使用する留め具組立体に関すると、柱の延長部分は留め具組立体への平板の固定の
後に取り除かれることが可能である。
【００８３】
　さらに、上に述べられた実施形態が人間または他の体内への移植に適した材料で作られ
ねばならないこと、およびチタンまたはステンレス鋼などの不活性金属で構成され得るこ
とは理解されるであろう。或る種のセラミックまたはプラスチックなどの他の頑丈な材料
もやはり考慮され得る。ポリ乳酸化合物などの生体吸収性材料が上述の部品と共に、また
は部品の一部として使用されることも可能である。一実施形態では、非金属の平板が留め
具組立体と共に使用される。非剛性平板への留め具組立体の係合は柔軟な脊椎安定化のた
めの少なくともいくらかの柔軟性を有し、装着された椎骨レベルの少なくとも限られた動
きを可能にする。脊椎の動きは、上で検討されたように板部材を脊柱に動的に係合させる
形態で留め具組立体を供給することによって促進されることが可能である。
【００８４】
　図面および前出の説明で本発明が詳細に図解され、説明されてきたが、これらは具体的
な例示であって特徴の限定ではなく、好ましい実施形態のみが示されて説明されてきたこ
と、および本発明の精神の中に入るすべての変形例および変更例が保護されるように要求
されることは理解される。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】多軸留め具組立体を示す分解斜視図である。
【図２】図１の留め具組立体を示す分解立面図である。
【図３】図１の留め具組立体を示す組立立面図である。
【図４】図３のその配置から縦軸の周囲に９０度回転させた図１の留め具組立体を示す組
立立面図である。
【図５】図４の留め具組立体を示す平面図である。
【図６】図１の留め具組立体の一部分を構成する連結部材を示す断面図である。
【図７】図１の留め具組立体の一部分を構成する冠状体を示す断面図である。
【図８】別の実施形態の冠状体を示す透視図である。
【図９】別の実施形態の冠状体の断面を示す図である。
【図１０】図１の留め具組立体の連結部材に係合可能な係止部材の断面を示す図である。
【図１１】図１の留め具組立体の、第１の実施形態の留め部材の断面を示す図である。
【図１２】図１の留め具組立体の、別の実施形態の留め部材の断面を示す図である。
【図１３】図８の係止部材を備えた図１の多軸留め具組立体に固定されかつ単軸の留め具
に固定された板部材を示す立面図である。
【図１４】図１３の線１４－１４を通る断面を示す図である。
【図１５】板部材の一実施形態を示す平面図である。
【図１６】図１５の板部材を示す立面図である。
【図１７】図１６の線１７－１７を通る断面を示す図である。
【図１８】曲がった縦軸プロファイルを備えた、図１５の板部材を示す立面図である。
【図１９】別の実施形態の板部材を示す平面図である。
【図２０】別の実施形態の板部材を示す平面図である。
【図２１】棒受入部分を備えた別の実施形態の板部材を示す透視図である。
【図２２Ａ】板部材を保持するための器具を示す立面図である。
【図２２Ｂ】図２２Ａの器具の平面図である。
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【図２２Ｃ】第１の配置で図２２Ａの器具の遠端の保持部分を示す拡大図である。
【図２２Ｄ】第２の配置で保持部分を備えた図２２Ａの器具を示す立面図である。
【図２２Ｅ】第２の配置で保持部分を備えた図２２Ａの器具を示す上面図である。
【図２３】別の実施形態の多軸留め具組立体を示す分解立面図である。
【図２４】図２３の留め具組立体の立面図である。
【図２５】その縦軸の周囲で９０度回転した図２４の留め具組立体の立面図である。
【図２６】図２３の留め具組立体を構成する連結部材の断面を示す図である。
【図２７】別の実施形態の多軸留め具組立体を示す分解立面図である。
【図２８】図２７の留め具組立体の立面図である。
【図２９】その縦軸の周囲で９０度回転した図２８の留め具組立体の立面図である。
【図３０】板部材に係合した別の実施形態の多軸留め具組立体を示す斜視図である。
【図３１】図３０の板部材と留め具組立体の立体分解図である。
【図３２】図３１の板部材と留め具組立体の断面を示す図である。
【図３３】板部材に係合した別の実施形態の多軸留め具組立体の立体分解図である。
【図３４】図３３の留め具組立体と板部材の透視図である。
【図３５】板部材に係合した別の実施形態の多軸留め具組立体を示す立体分解図である。
【図３６】図３５の留め具組立体と板部材の透視図である。

【図１】 【図２】



(26) JP 5025476 B2 2012.9.12

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(27) JP 5025476 B2 2012.9.12

【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(28) JP 5025476 B2 2012.9.12

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】



(29) JP 5025476 B2 2012.9.12

【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】

【図２２Ａ】



(30) JP 5025476 B2 2012.9.12

【図２２Ｂ】

【図２２Ｃ】

【図２２Ｄ】

【図２２Ｅ】

【図２３】

【図２４】 【図２５】



(31) JP 5025476 B2 2012.9.12

【図２６】 【図２７】

【図２８】 【図２９】



(32) JP 5025476 B2 2012.9.12

【図３０】 【図３１】

【図３２】 【図３３】



(33) JP 5025476 B2 2012.9.12

【図３４】 【図３５】

【図３６】



(34) JP 5025476 B2 2012.9.12

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100141025
            弁理士　阿久津　勝久
(72)発明者  テイラー，ハロルド・エス
            アメリカ合衆国テネシー州３８１１２，メンフィス，イースト・ドライブ　６８９
(72)発明者  ストローカーチ，テランス・ダブリュー，ジュニアー
            アメリカ合衆国テネシー州３８０１８，コルドバ，レイトン・ロード　２１１０，ナンバー　１
(72)発明者  モーリソン，マシュー・エム
            アメリカ合衆国テネシー州３８０１８，コルドバ，ライブルック・コーヴ　８７７４
(72)発明者  ヴェルドマン，マイケル・エス
            アメリカ合衆国ミシシッピ州３８６５４，オリーブ・ブランチ，ヒルサイド・コーヴ　８０３２

    審査官  瀬戸　康平

(56)参考文献  特表２００３－５０８１０９（ＪＰ，Ａ）
              特表２００４－５００９５３（ＪＰ，Ａ）
              特表平０６－５０７３３０（ＪＰ，Ａ）
              特表２００１－５０８３４３（ＪＰ，Ａ）
              米国特許出願公開第２００４／０１５８２４７（ＵＳ，Ａ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61B  17/56


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

